
学情センター2F企画展示

ロボット 展示期間：2012.9.3-9.15

書名 配置場所 請求記号

環境知能のすすめ : 情報化社会の新しいパラダイム / 外村佳伸, 前田英作編著 ; 竹内
郁雄[ほか]著. -- リミックスポイント.

3F開架新体系 007.1//TO63//0589

サイバネティックス : 動物と機械における制御と通信 / ノーバート=ウィーナー [著] ; 池原
止戈夫 [ほか] 共訳. -- 第2版. -- 岩波書店, 1962.10.

4F文庫版 007.11//W72//0570

サイバネティックス : 動物と機械における制御と通信 / ウィーナー [著] ; 池原止戈夫 [ほ
か] 訳. -- 岩波書店, 2011.6. -- (岩波文庫 ; 青(33)-948-1).

3F開架新体系 007.11//W72//3341

知能科学 : ロボットの"知"と"巧みさ" / 有本卓著. -- コロナ社, 2007.1. -- (ロボティクス
シリーズ ; 6).

3F開架新体系 007.13//A73//9843

ブルックスの知能ロボット論 : なぜMITのロボットは前進し続けるのか? / Rodney A.Brooks
著 ; 五味隆志訳. -- オーム社, 2006.1.

3F開架新体系 007.13//B76//5667

発達する知能 : 知能を形作る相互作用 / 藤田雅博, 下村秀樹編. -- シュプリンガー・
ジャパン, 2008.6. -- (インテリジェンス・ダイナミクス ; 3).

3F開架新体系 007.13//F67//2627

知の創発 : ロボットは知恵を獲得できるか / 伊藤宏司編著. -- NTT出版, 2000.3. 3F開架新体系 007.13//I89//1311

知能の謎 : 認知発達ロボティクスの挑戦 / けいはんな社会的知能発生学研究会編. --
講談社, 2004.12. -- (ブルーバックス ; B-1461).

4F新書版 007.13//KE23//3425

ロボットは心を持つか : サイバー意識論序説 / 喜多村直著. -- 共立出版, 2000.11. 3F開架新体系 007.13//KI66//0085

ロボットの心 : 7つの哲学物語 / 柴田正良著. -- 講談社, 2001.12. -- (講談社現代新書
; 1582).

4F新書版 007.13//SH18//7901

心をもつロボット : 鋼の思考が鏡の中の自分に気づく! / 武野純一著. -- 日刊工業新聞
社, 2011.11. -- (B&Tブックス).

3F開架新体系 007.13//TA64//7696

コミュニケーションするロボットは創れるか : 記号創発システムへの構成論的アプローチ =
Constructive approach towards symbol emergence system / 谷口忠大著. -- NTT出版,
2010.3. -- (叢書コムニス ; 13).

3F開架新体系 007.13//TA87//9581

ロボットのこころ : 想像力をもつロボットをめざして / 月本洋著. -- 森北出版, 2002.10. 3F開架新体系 007.13//TS63//8983

ロボット篇 / 信原幸弘編. -- 勁草書房, 2004.7. -- (シリーズ心の哲学 / 信原幸弘編 ; 3F開架新体系 114.2//N91//9170

生きるってなんやろか? : 科学者と哲学者が語る、若者のためのクリティカル「人生」シンキ
ング / 石黒浩, 鷲田清一著. -- 毎日新聞社, 2011.3.

3F開架新体系 114//I73//6466

心と認知の情報学 : ロボットをつくる・人間を知る / 石川幹人著. -- 勁草書房, 2006.4. -
- (シリーズ認知と文化 ; 5).

3F開架新体系 141.51//I76//9523

ロボットおやじの"ものづくり魂" : 中小企業はこう生き残れ!! / 赤澤洋平著. -- 出版文化
社, 2007.5.

4F開架新体系 335.35//A33//8713

大事なことはみーんな「ドラえもん」に教わった / 久保田正己著. -- 飛鳥新社, 1997.7. 4F開架新体系 370.4//KU14//0128

メディアと人間の発達 : テレビ、テレビゲーム、インターネット、そしてロボットの心理的影
響 / 坂元章編. -- 学文社, 2003.12.

4F開架新体系 371.37//SA32//6927

ロボットの脳を創る : 脳科学から知能の構成へ / 中村仁彦著. -- 岩波書店, 2003.6. --
(岩波講座物理の世界 / 佐藤文隆 [ほか] 編 . 物理と数理 ; 1).

3F開架新体系 420.8//I95//4771

未来のモノのデザイン : ロボット時代のデザイン原論 / ドナルド・A.ノーマン著 ; 安村通
晃, 岡本明, 伊賀聡一郎, 上野晶子訳. -- 新曜社, 2008.10.

3F開架新体系 501.83//N96//1563

ヒトと機械のあいだ : ヒト化する機械と機械化するヒト / 廣瀬通孝編. -- 岩波書店,
2007.4. -- (シリーズヒトの科学 ; 2).

3F開架新体系 501.84//H72//2989

「未来マシン」はどこまで実現したか? : エアカー・超々音速機・腕時計型通信機・自動調
理器・ロボット / 石川憲二著. -- オーム社, 2012.3.

3F開架新体系 504//I76//4208

ロボカップレスキュー : 緊急大規模災害救助への挑戦 / RoboCup-Rescue技術委員会
The RoboCup Federation, ロボカップ日本委員会編. -- 共立出版, 2000.5.

3F開架新体系 519.9//R55//9332

DNAロボット : 生命のしかけで創る分子機械 / 萩谷昌己, 西川明男著. -- 岩波書店,
2008.12. -- (岩波科学ライブラリー ; 153).

3F開架新体系 530//H14//2645

巧みさとロボットの力学 / 有本卓, 関本昌紘著. -- 毎日コミュニケーションズ, 2008.5. 3F開架新体系 548.3//A73//6639

ロボットにかける夢 : 知と身体の調和をめざして / 有本卓著. -- 岩波書店, 2000.3. --
(岩波科学ライブラリー ; 72).

3F開架新体系 548.3//A73//8869

ロボットという思想 : 脳と知能の謎に挑む / 浅田稔著. -- 日本放送出版協会, 2010.6. --
(NHKブックス ; 1158).

3F開架新体系 548.3//A81//3467

ロボットの行動学習・発達・進化 : RoboCupSoccer / 浅田稔編著. -- 共立出版, 2002.6. 3F開架新体系 548.3//A81//4523

ロボットの文化誌 : 機械をめぐる想像力 / 馬場伸彦編. -- 森話社, 2004.12. -- (叢書・
「知」の森 ; 4).

3F開架新体系 548.3//B12//3459
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ロボットの新世紀 / シリル・フィエヴェ著 ; 本多力訳. -- 白水社, 2003.12. -- (文庫クセ
ジュ ; 869).

4F新書版 548.3//F25//6085

人生の教科書「ロボットと生きる」 / 藤原和博, 東嶋和子, 門田和雄著. -- 筑摩書房, 3F開架新体系 548.3//F56//0674

顔という知能 : 顔ロボットによる「人工感情」の創発 / 原文雄, 小林宏著. -- 共立出版,
2004.8.

3F開架新体系 548.3//H31//9545

災害とロボット : 大震災から見えてきたロボットのあり方 / 井上猛雄著. -- オーム社, 3F開架新体系 548.3//I57//2938

日本ロボット戦争記 : 1939〜1945 / 井上晴樹著. -- NTT出版, 2007.8. 3F開架新体系 548.3//I57//5738

どうすれば「人」を創れるか : アンドロイドになった私 / 石黒浩著. -- 新潮社, 2011.4. 3F開架新体系 548.3//I73//2399

コミュニケーションロボット / 石黒浩, 宮下敬宏, 神田崇行共著 ; 人工知能学会編集. --
オーム社, 2005.4. -- (知の科学).

3F開架新体系 548.3//I73//2940

アンドロイドサイエンス : 人間を知るためのロボット研究 / 石黒浩著. -- 毎日コミュニケー
ションズ, 2007.9.

3F開架新体系 548.3//I73//7235

アンドロイドを造る / 石黒浩著. -- オーム社, 2011.8. 3F開架新体系 548.3//I73//8863

はじめてのロボット工学 : 製作を通じて学ぶ基礎と応用 / 石黒浩, 浅田稔, 大和信夫共
著. -- オーム社, 2007.1.

3F開架新体系 548.3//I73//9932

ヒューマノイドロボット / 梶田秀司編著. -- オーム社, 2005.4. 3F開架新体系 548.3//KA23//2561

ロボットの現在と未来 : ロボット業界最前線の28人が語る! / 鴨志田英樹編著. -- エクスメ
ディア, 2005.12.

3F開架新体系 548.3//KA41//5168

ロボットは友だちになれるか : 日本人と機械のふしぎな関係 / フレデリック・カプラン著 ;
西兼志訳. -- NTT出版, 2011.6.

3F開架新体系 548.3//KA61//7808

絵ときでわかるロボット工学 / 川嶋健嗣著. -- オーム社, 2007.5. 3F開架新体系 548.3//KA97//3319

ロボット進化論 : 「人造人間」から「人と共存するシステム」へ / 小林宏著. -- オーム社,
2006.7. -- (東京理科大学・坊っちゃん選書).

3F開架新体系 548.3//KO12//3964

ロボットはともだちだ| / 小林尚登著. -- オーム社, 1999.5. -- (テクノライフ選書). 3F開架新体系 548.3//KO12//6533

感覚・感情とロボット : 人と機械のインタラクションへの挑戦 / 日本機械学会編. -- 工業
調査会, 2008.11.

3F開架新体系 548.3//N71//5428

ロボットテクノロジー / 日本ロボット学会編. -- オーム社, 2011.8. 3F開架新体系 548.3//N71//5696

ロボット研究者からのメッセージ / 日本ロボット学会監修 ; オーム社編. -- オーム社, 3F開架新体系 548.3//O29//5398

知能ロボット入門 : 動作計画問題の解法 / 太田順, 倉林大輔, 新井民夫共著. -- コロナ
社, 2001.1.

3F開架新体系 548.3//O81//0561

パートナーロボット資料集成. -- エヌ・ティー・エス, 2005.12. 3F開架新体系 548.3//P25//4723

大人のための「ロボット学」 / PHP研究所編. -- PHP研究所, 2006.1. -- (PHPビジネス選 3F開架新体系 548.3//P56//6846

二足歩行ロボットのモデルベース開発 : Autodesk Inventor MSC. visualNastran 4D
MATLAB/Simulink / ROBO-ONE委員会編. -- オーム社, 2005.1.

3F開架新体系 548.3//R55//4407

フィロソフィア・ロボティカ : 人間に近づくロボットに近づく人間 / 櫻井圭記著. -- 毎日コ
ミュニケーションズ, 2007.7.

3F開架新体系 548.3//SA47//4837

瀬名秀明ロボット学論集 / 瀬名秀明著. -- 勁草書房, 2008.12. 3F開架新体系 548.3//SE57//3195

ロボット21世紀 / 瀬名秀明著. -- 文芸春秋, 2001.7. -- (文春新書 ; 179). 4F新書版 548.3//SE57//5532

私のとなりのロボットなヒト : 理系女子がロボット系男子に聞く / 瀬戸文美, 千葉工業大学
未来ロボット技術研究センター編著. -- 近代科学社, 2012.5.

3F開架新体系 548.3//SE93//3568

ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか : 工学に立ちはだかる「究極の力学構造」 / 鈴森
康一著. -- 講談社, 2012.4. -- (ブルーバックス ; B-1768).

4F新書版 548.3//SU97//2025

ロボット入門 : つくる哲学・つかう知恵 / 舘暲著. -- 筑摩書房, 2002.3. -- (ちくま新書 ;
338).

4F新書版 548.3//TA13//3030

小型ロボットの基礎技術と製作 : RoboCup小型リーグへの挑戦 / 高橋友一, 秋田純一,
渡辺正人著. -- 共立出版, 2003.5.

3F開架新体系 548.3//TA33//6798

ロボット入門 / 渡辺嘉二郎, 小俣善史共著. -- オーム社, 2006.12. -- (図解ロボット技術
入門シリーズ).

3F開架新体系 548.3//W46//9206

人とロボットの「間」をデザインする / 山田誠二監修・著. -- 東京電機大学出版局, 3F開架新体系 548.3//Y19//0678

独創的ロボットの研究開発 : 夢のあるロボットと役に立つロボット / 山藤和男, 田中孝之共
著. -- 養賢堂, 2002.6.

3F開架新体系 548.3//Y19//4626

ここが知りたいロボット創造設計 / 米田完, 大隅久, 坪内孝司共著 ; 講談社サイエンティ
フィク編集. -- 講談社, 2005.9.

3F開架新体系 548.3//Y82//1390

ロボットもの知り百科 : 21世紀をささえるテクノロジ! : 最先端のヒューマノイド勢ぞろい! :
写真と図解でロボットの全てがわかる! / 吉田典之著. -- 電波新聞社, 2003.7. -- (ここが
「知りたい」シリーズ ; 5).

3F開架新体系 548.3//Y86//1975

ロボット兵士の戦争 / P・W・シンガー著 ; 小林由香利訳. -- 日本放送出版協会, 2010.7. 3F開架新体系 559//SI8//4824

基礎と理論 / 近藤直, 門田充司, 野口伸共著. -- コロナ社, 2004.10. -- (農業ロボット /
近藤直, 門田充司, 野口伸共著 ; 1).

4F開架新体系 614.8//KO73//1236

機構と事例. -- コロナ社, 2006.6. -- (農業ロボット / 近藤直, 門田充司, 野口伸共著). 4F開架新体系 614.8//KO73//1679

2



書名 配置場所 請求記号

ドラえもん学 / 横山泰行著. -- PHP研究所, 2005.5. -- (PHP新書 ; 343). 4F新書版 726.1//Y79//6420

RoboCupではじめるエージェントプログラミング 7F開架新体系 548.3//TA33//1310

メカノクリーチャ : 生物から学ぶデザインテクノロジー / 日本機械学会編. -- コロナ社,
2003.4.

3F開架新体系 548.3//N71//5343

ロボットモーション / 内山勝, 中村仁彦著. -- 岩波書店, 2004.11. -- (岩波講座ロボット
学 / 井上博允 [ほか] 編集委員 ; 2).

3F開架新体系 548.3//I95//1878

ロボットインテリジェンス / 浅田稔, 國吉康夫著. -- 岩波書店, 2006.3. -- (岩波講座ロ
ボット学 / 井上博允 [ほか] 編集委員 ; 4).

3F開架新体系 548.3//I95//8090

ロボットインフォマティクス / 安西祐一郎 [ほか] 著. -- 岩波書店, 2005.11. -- (岩波講座
ロボット学 / 井上博允 [ほか] 編集委員 ; 5).

3F開架新体系 548.3//I95//3510

ロボットフロンティア / 下山勲 [ほか] 著. -- 岩波書店, 2005.5. -- (岩波講座ロボット学 /
井上博允 [ほか] 編集委員 ; 6).

3F開架新体系 548.3//I95//6759

ロボットアナトミー / 稲葉雅幸, 加賀美聡, 西脇光一著. -- 岩波書店, 2005.2. -- (岩波講
座ロボット学 / 井上博允 [ほか] 編集委員 ; 7).

3F開架新体系 548.3//I95//4292
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