
2018年 8月 の 新 着 図 書 
  書名 著者名 出版者 

1 ファーストラヴ 島本理生 文藝春秋 

2 送り火 高橋弘希 文藝春秋 

3 焦土の刑事 堂場瞬一 講談社 

4 異世界語入門 : 転生したけど日本語が通じなかった Fafs F.Sashimi KADOKAWA 

5 ゴースト (下町ロケット 3) 池井戸潤 小学館 

6 「はじめまして」を 3000回 喜多喜久 幻冬舎 

7 しき ※芥川賞候補作 町屋良平 河出書房新社 

8 もう「はい」としか言えない ※芥川賞候補作 松尾スズキ 文藝春秋 

9 未来 ※直木賞候補作 湊かなえ 双葉社 

10 情報倫理 : ネットの炎上予防と対策 田代光輝, 服部哲 共立出版 

11 コンピュータアーキテクチャ入門 城和貴 サイエンス社 

12 コンピュータ科学の基礎 田嶋拓也, 阿部武彦 共立出版 

13 コンピュータ概論 : 情報システム入門 第 7版 魚田勝臣編著/渥美幸雄 [ほか] 共立出版 

14 明治維新を読みなおす : 同時代の視点から 青山忠正 清文堂出版 

15 昭和の怪物七つの謎 保阪正康 講談社 

16 学問の発見 : 数学者が語る「考えること・学ぶこと」 広中平祐 講談社 

17 信長はなぜ葬られたのか 安部龍太郎 幻冬舎 

18 歴史と戦争 半藤一利 幻冬舎 

19 緑十字機決死の飛行 岡部英一 岡部英一/静岡新聞社 (発売) 

20 アンネ・フランクに会いに行く 谷口長世 岩波書店 

21 おとなの青春旅行 下川裕治編著/室橋裕和編著 講談社 

３F・新着本コーナーに並べています。貸出中の場合はカウンターもしくはマイライブラリから予約ができます。 

極上の海外ひとり旅へ出かけよう！ 

第 159 回直木賞 

第 159 回芥川賞 

告白してきた彼女の秘密とは… 



 

  書名 著者名 出版者 

22 核兵器はなくせる 川崎哲 岩波書店 

23 戦国大名と分国法 清水克行 岩波書店 

24 戦争体験と経営者 立石泰則 岩波書店 

25 「右翼」の戦後史 安田浩一 講談社 

26 総介護社会 : 介護保険から問い直す 小竹雅子 岩波書店 

27 科学者が解く「老人」のウソ 武田邦彦 産経新聞出版 

28 セクシュアル・マイノリティ Q&A LGBT支援法律家ネットワーク出版プロジェクト編著 弘文堂 

29 「LGBT」差別禁止の法制度って何だろう? LGBT法連合会編 かもがわ出版 

30 宇宙の「果て」になにがあるのか 戸谷友則 講談社 

31 プロフェッショナル SSL/TLS Ivan Ristić ラムダノート 

32 新・コンピュータ解体新書 第 2版 清水忠昭, 菅田一博共著 サイエンス社 

33 CRM の構築と実践 スタンリー・ブラウン(編) 東洋経済新報社 

34 マーケティング論(放送大学教材) 芳賀康浩, 平木いくみ 放送大学教育振興会 

35 大坂堂島米市場 : 江戸幕府 vs市場経済 高槻泰郎 講談社 

36 カラーユニバーサルデザインの手引き 教育出版 CUD事務局(編著) 教育出版 

37 K-POP : 新感覚のメディア 金成玟 岩波書店 

38 留学生のための日本語で学ぶパソコンリテラシー 橋本恵子 [ほか] 共立出版 

39 原民喜 : 死と愛と孤独の肖像 梯久美子 岩波書店 

40 心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術 海保博之 講談社 

41 公式 TOEIC Listening & Reading問題集 3 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニケーション協会 

42 公式 TOEIC Listening & Reading問題集 2 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニケーション協会 

43 日本語能力試験 N2読解必修パターン 氏原庸子, 清島千春, 佐伯玲子 Jリサーチ出版 

44 英検 1級過去 6回全問題集 2018年度版（※CD版もあり）   [旺文社] 

３F・新着本コーナーに並べています。貸出中の場合はカウンターもしくはマイライブラリから予約ができます。 

わかりやすく伝える方法とは？ 

大名たちのルール作り 

江戸時代の資本主義の実体 

50歳からの第 2の人生を楽しく！ 



●学生用推薦図書 
【機械工学コース】 

 

 

【建築学コース】 

 
 
【共通】 

  

  書名 著者名 出版者 

1 自動車の運動と制御 第 2版 2 刷 安部正人 東京電機大学出版局 

2 車両運動性能とシャシーメカニズム 宇野高明 グランプリ出版 

  書名 著者名 出版者 

1 GA JAPAN : Environmental design 149   A.D.A.EDITA Tokyo 

2 学校 : 小学校・中学校・高等学校 3 (建築設計資料:16, 67, 105)   建築資料研究社 

3 多様化する芸術表現, 変容する展示空間 (建築設計資料:102. 美術

館:3) 

建築思潮研究所編 建築資料研究社 

4 安藤忠雄建築手法 2版 安藤忠雄 [著]/二川幸夫企画・編集・ 

インタヴュー 

エーディーエー・エディタ・ 

トーキョー 

5 絶対使える!超実践的建築設計資料 建築知識編 エクスナレッジ 

  書名 著者名 出版者 

1 西南戦争民衆の記 : 「大義と破壊」 長野浩典 弦書房 

2 「群島」の歴史社会学 : 小笠原諸島・硫黄島、日本・アメリカ、

そして太平洋世界 (現代社会学ライブラリー12) 

石原俊 弘文堂 

3 日英経済関係史研究 1860〜1940 杉山伸也 慶應義塾大学出版会 

３F・学生推薦図書コーナーに並べています。貸出中の場合はカウンターもしくはマイライブラリから予約ができます。 
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