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№ 書　　　　   　　     　　名 著 者 名 発 行 所
発 行 年
（ 西 暦 ）

1 ブタの科学　    　シリーズ家畜の科学　2　 鈴木 啓一 編集 朝倉書店 2014

2 ヤギの科学　    　シリーズ家畜の科学　3 中西 良孝 編集 朝倉書店 2014

3 ニワトリの科学  　シリーズ家畜の科学  4 古瀬 充宏 編集 朝倉書店 2014

4 ヒツジの科学 　 　シリーズ家畜の科学　5 田中 智夫 編集 朝倉書店 2015

5 ウマの科学　    　シリーズ家畜の科学　6 近藤 誠司 編集 朝倉書店 2016

6 フードシステムの革新とバリューチェーン 斎藤　修 農林統計出版 2017

7 食の社会学 : パラドクスから考える
エイミー・グプティル, デニ
ス・コプルトン, ベッツィ・
ルーカル著 ; 伊藤茂訳

NTT出版 2016

8 ポケット農林水産統計〈平成２８年版〉
農林水産省大臣官房統
計部編 農林統計協会 2017

9 地域を支える農協 : 協同のセーフティネットを創る 高橋　厳 コモンズ 2017

10 植物学の百科事典 日本植物学会 編 丸善出版 2016

11 社会・環境と健康   新スタンダード栄養・食物シリーズ 1 大塚 譲・他／編 東京化学同人 2014

12 生化学　　　　　   新スタンダード栄養・食物シリーズ 2 大塚 譲・他／編 東京化学同人 2014

13 解剖・生理学 : 人体の構造と機能  新スタンダード栄養・食物シリーズ 3 飯田 薫子・他／編 東京化学同人 2016

14 疾病の成り立ち　   新スタンダード栄養・食物シリーズ 4 飯田 薫子・他／編 東京化学同人 2015

15 食品学 : 食品成分と機能性　 新スタンダード栄養・食物シリーズ 5 久保田紀久枝・他／編 東京化学同人 2016

16 調理学            新スタンダード栄養・食物シリーズ 6 畑江 敬子・他／編 東京化学同人 2016

17 食品加工貯蔵学     新スタンダード栄養・食物シリーズ 7 本間 清一・他／編 東京化学同人 2016

18 食品衛生学 増補版  新スタンダード栄養・食物シリーズ 8 一色　賢司／編 東京化学同人 2016

19 基礎栄養学        新スタンダード栄養・食物シリーズ 9 池田　彩子・他／編 東京化学同人 2015

20 応用栄養学        新スタンダード栄養・食物シリーズ 10 近藤　和雄・他／編 東京化学同人 2015

21 食品微生物学      新スタンダード栄養・食物シリーズ 16 村田　容常・他／編 東京化学同人 2015

22 食品分析化学      新スタンダード栄養・食物シリーズ 18 新藤　一敏・他／編 東京化学同人 2016

23 基礎講義　遺伝子工学Ⅰ 山岸 明彦 東京化学同人 2017

24
はじめての研究生活マニュアル
解消します！理系大学生の疑問と不安

西澤 幹雄 化学同人 2015

25
ぜったい成功する！はじめての学会発表
たしかな研究成果をわかりやすく伝えるために

西澤 幹雄 化学同人 2017

26 理系大学生活ハンドブック 原田 淳 化学同人 2017

27 基礎から学ぶ機器分析化学 井村 久則・他／編 化学同人 2016

28 基礎から学ぶ分析化学 = Basics of Analytical Chemistry 井村 久則・他／編 化学同人 2015

29 バイオテクノロジー入門 高畑 京也・他／編 建帛社 2016

30 これからレポート・卒論を書く若者のために 第2版 酒井 聡樹 共立出版 2017
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31
キノコとカビの生態学 = Ecology of Wood Decay Fungi :
枯れ木の中は戦国時代

深澤 遊著 共立出版 2017

32
基礎から学ぶケミカルバイオロジー = Essentials of
Chemical Biology

上村大輔 [ほか] 著 ;
日本化学会編 共立出版 2016

33
現代乳酸菌科学 = Modern Microbial Science for Lactic
Acid Bacteria : 未病・予防医学への挑戦

杉山 政則 共立出版 2015

34 古代エジプトの数学: 文明繁栄のアルゴリズム
David Reimer著，礒田
正美 監修,冨永星 訳 丸善出版 2017

35 Rとグラフで実感する生命科学のための統計入門 石井  一夫 羊土社 2017

36 Rによる画像表現とGUI操作 竹澤  邦夫 カットシステム 2010

37 ベイズ統計モデリング:R,JAGS, Stanによるチュートリアル
John K. Kruschke 著・前
田 和寛・小杉 考司監訳 共立出版 2017

38 最新測量学(第3版) 上浦 正樹 , 姫野 賢治 , 亀野
辰三 , 石井 一郎 , 田中 修三 森北出版 2015

39 水辺の樹木誌 崎尾 均 東京大学出版会 2017

40 図説わかる測量
猪木幹雄・中田勝行・
那須　充 学芸出版社 2014

41 図説わかる土質力学
菊本　統・西村　聡・
早野公敏 学芸出版社 2015

42 土質力学概論　（First stageシリーズ, 建築・土木)
岡二三生,土博通,
細田尚 監修 実況出版 2016

43 測量入門    　（First stageシリーズ, 建築・土木) 大杉和由・福島博行・他 実況出版 2014

44 絵でわかる地図と測量  (絵でわかるシリーズ) 中川 雅史 講談社 2015

貸出冊数：5冊　貸出期間：2週間

開室時間：平日9時～17時 農学部図書室 農学部Ｃ棟4階 ℡:025-262-6607


