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1 植物ウイルス大事典 日比忠明, 大木理監修 朝倉書店 2015

2 カラーアトラス獣医解剖学〈上巻〉 （増補改訂第２版）
Horst Erich König,
Hans-Georg Liebich著 緑書房 2016

3 カラーアトラス獣医解剖学〈下巻〉 （増補改訂第２版）
Horst Erich König,
Hans-Georg Liebich著 緑書房 2016

4
バイオマス分解酵素研究の最前線  : セルラーゼ・ヘミセルラーゼを中心
として

近藤昭彦, 天野良彦, 田
丸浩 監修 シーエムシー出版 2018

5 植物細胞壁実験法 石井忠 [ほか] 編著 弘前大学出版会 2016

6 食品安全検定テキスト  初級 食品安全検定協会編集 中央法規出版 2015

7 食品安全検定テキスト　中級 第２版 食品安全検定協会編集 中央法規出版 2018

8 バイオ実験を安全に行うために
化学同人編集部編 ; 日
本生物工学会編集協力 化学同人 2018

9 失敗しない液クロ分析 : 試料前処理と溶離液作成のコツ 松下　至,大栗　毅 化学同人 2018

10 生物・農学系のための統計学 : 大学での基礎学修から研究論文まで
平田昌彦編著 ; 宇田津徹
朗, 河原聡, 榊原啓之著 朝倉書店 2017

11 図説免疫学入門
David Male著 ; 山本一
夫訳 東京化学同人 2018

12 基礎講義遺伝子工学 : アクティブラーニングにも対応 2 深見希代子, 山岸明彦 東京化学同人 2018

13 実践・化学英語リスニング : 世界トップの化学者と競うために 生化学編 福井希一・他 化学同人 2014

14 実践・化学英語リスニング : 世界トップの化学者と競うために 有機化学編 福井希一・他 化学同人 2014

15
実験ノートの書き方 : 誰も教えてくれなかった : 研究を成功させるための秘
訣 野島高彦 化学同人 2017

16 新・食品衛生学 第2版 藤井建夫, 塩見一雄 恒星社厚生閣 2018

17 LC/MS,LC/MS/MS Q&A100 龍の巻
中村洋 企画・監修, 日本分析
化学会液体クロマトグラフィー
研究懇談会 編

オーム社 2017

18 オールガイド食品成分表 = Standard Tables of Food Composition
2018

実教出版編集部編 実教出版 2018

19 図解食卓の薬効事典 : 野菜・豆類・穀類50種 池上文雄 農山漁村文化協会 2017

20 感染症に挑む : 創薬する微生物 : 放線菌 杉山政則 共立出版 2017

21 環境とエピゲノム : からだは環境によって変わるのか? 中尾光善 丸善出版 2018

22 目的別で選べるタンパク質発現プロトコール : 発現系の選択から
精製までの原理と操作

永田恭介, 奥脇暢 羊土社 2010

23
種類・特徴から材質・用途までわかる樹木と木材の図鑑 : 日本の有用種
101

西川栄明 著, 小泉章夫
監修 創元社 2016

24 原色木材大事典185種 : 日本で手に入る木材の基礎知識を網羅した決
定版

村山忠親 著，村山元春
監修 誠文堂新光社 2013

25 〈原色〉木材加工面がわかる樹種事典 河村寿昌, 西川栄明 誠文堂新光社 2014

26 森林と災害　森林科学シリーズ 3 中村太士,菊沢喜八郎 共立出版 2018

27 森林と土壌　森林科学シリーズ 7 柴田英昭 共立出版 2018

28 森林と菌類　森林科学シリーズ 10 升屋勇人 共立出版 2018

29
「特集」どこでも誰でもより長くナノポアシークエンサーが研究の常識を
変える! 荒川和晴（企画） 羊土社 2017

30 高校生からわかるベクトル解析 涌井良幸 ベレ出版 2017
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31 学び合う場のつくり方 : 本当の学びへのファシリテーション 中野民夫 岩波出版 2017

32 最強の独学術 = THE BEST SELF-STUDY TECHNIQUE : 自力であらゆる目
標を達成する「勝利のバイブル」

本山勝寬 大和書房 2017

33 水の歴史  「食」の図書館
イアン・ミラー著 ; 甲
斐理恵子訳 原書房 2016

34 コメの歴史  「食」の図書館
レニー・マートン著 ;
龍和子訳 原書房 2015

35 日本人とオオカミ : 世界でも特異なその関係と歴史 栗栖　健 雄山閣 2015

36 オオカミの護符 小倉美惠子 新潮社 2011

37 測量入門 （First stageシリーズ, 建築・土木） 大杉知由・福島博行・他 実教出版 2014

38 土・牛・微生物 : 文明の衰退を食い止める土の話 デイビッド・モントゴメリー著
; 片岡夏実訳 築地書館 2018

39 土木地質の秘伝 : めざせ!フィールドの達人
めざせフィールドの達
人編集委員会（編著）

ナノオプトニクス・
エナジー出版局 2011

40 震災と過疎を越えて : 信州栄村復興への歩み 松尾　眞 川辺書林 2012

41 物語る「棚田のむら」 : 中国山地「上山」の八〇〇年 久保昭男 農山漁村文化協会 2015

42 棚田学入門 棚田学会編 勁草書房 2014

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


