
書名 著者名 出版者

1 話すチカラ 齋藤孝,安住紳一郎 ダイヤモンド社

2 本のエンドロール 安藤祐介 講談社

3 インタビューズ 堂場瞬一 河出書房新社

4 茶聖　　Sen no Rikyu 伊東潤 幻冬舎

5 月まで三キロ 伊与原新 新潮社

6 東京、はじまる 門井慶喜 文藝春秋

7 ホームドアから離れてください 北川樹 幻冬舎

8 たおやかに輪をえがいて 窪美澄 中央公論新社

9 黒武御神火御殿 : 三島屋変調百物語六之続 宮部みゆき 毎日新聞出版

10 丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田沙耶香 KADOKAWA

11 夢見る帝国図書館 中島京子 文藝春秋

12 罪の轍 奥田英朗 新潮社

13 まち 小野寺史宜 祥伝社

14 ドミノin上海 恩田陸 KADOKAWA

15 母さんは料理がへたすぎる 白石睦月 ポプラ社

16 コープス・ハント 下村敦史 KADOKAWA

17 花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路幸也 ポプラ社

18 傲慢と善良 辻村深月 朝日新聞出版

19 紙鑑定士の事件ファイル : 模型の家の殺人 歌田年 宝島社

20 AIシステム構築実践ノウハウ : 企業ITに人工知能を生かす 日経SYSTEMS編集 日経BP

21 Pythonで学ぶ統計的機械学習 金森敬文 オーム社

22 ビジュアルAI(人工知能) 城塚音也 日本経済新聞出版社

23 AIエンジニアのための統計学入門 (エンジニア入門シリーズ) 荒川俊也 科学情報出版

24 情報セキュリティマネジメント教科書 令和2年度 (徹底攻略) 瀬戸美月,齋藤健一 インプレス

25 人生の1冊の絵本 柳田邦男 岩波書店

26 人工知能を活かす経営戦略としてのテキストマイニング 大森寛文 [ほか] 中央経済社

27
ニュースペックテキスト情報セキュリティマネジメント 2020年
度版

TAC株式会社(情報処
理講座) 編著

TAC出版事業部

28
スバラシク実力がつくと評判の大学基礎数学キャンパス・ゼミ
改訂3

馬場敬之 マセマ出版社

29 医療系を志す人のための基礎数学 : 微積分から統計学へ 森淳秀 共立出版

30 大学1・2年生のためのすぐわかる線形代数 石綿夏委也 東京図書

31 技術者のための線形代数学 : 大学の基礎数学を本気で学ぶ 中井悦司 翔泳社

32 大学1・2年生のためのすぐわかる微分積分 石綿夏委也 東京図書

33 ざせつしない微分積分 : ゆるmathます! 菊地唯真 オーム社

34
難しい数式はまったくわかりませんが、微分積分を教えてくだ
さい!
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35 Excelでできるらくらく統計解析 藤本壱 自由国民社

36 Excelで学ぶ統計解析本格入門 日花弘子 SBクリエイティブ

37 Excelでやさしく学ぶ統計解析2019
石村貞夫, 劉晨, 石

村友二郎
東京図書

38 小学生まあちゃんと学ぶ統計 伊藤伸介 中央経済社

39 図解大学4年間の統計学が10時間でざっと学べる 倉田博史 Kadokawa

40 Pythonによる統計分析入門 山内長承 オーム社

41 数理物理入門 改訂改題 (基礎数学11) 谷島賢二 東京大学出版会

42 基礎から学ぶ力学 小野昱郎,高柳邦夫 森北出版

43 衝撃力学 宇治橋貞幸,宮崎祐介 コロナ社

44
初めから学べると評判の大学基礎物理電磁気学キャンパス・ゼ
ミ

馬場敬之 マセマ出版社

45 ベクトルからはじめる電磁気学 坂本文人 オーム社

46 材料の熱力学入門 正木匡彦 コロナ社

47 生理学の基本 : オールカラー 新版 中島雅美監修 マイナビ

48 免疫学の入門 第8版 今西二郎 金芳堂

49 臨床工学技士になるには 岩間靖典 ぺりかん社

50 図解道具としての流体力学入門 西野創一郎 日刊工業新聞社

51 入門材料力学 改訂新版 有光隆 技術評論社

52 事故事例から学ぶ材料力学と強度設計の基礎 服部敏雄 日刊工業新聞社

53 構造解析のための材料力学 舘石和雄 コロナ社

54 トコトンやさしい金属材料の本 吉村泰治 日刊工業新聞社

55 構造設計プロセス図集 大野博史 オーム社

56 トコトンやさしい建築材料の本 大垣賀津雄,大塚秀三 日刊工業新聞社

57 鋼構造学 伊藤學, 奥井義昭 コロナ社

58 生活の中にみる機械工学 望月修 コロナ社

59 トコトンやさしい機械力学の本 三好孝典 日刊工業新聞社

60 設計者のための実践的「材料加工学」 西野創一郎 日刊工業新聞社

61 流体力学 (機械系コアテキストシリーズ:C-2) 鈴木康方 [ほか] コロナ社

62 基礎からわかる自動車エンジンのモデルベースト制御 山﨑由大編著 コロナ社

63 基礎からわかる自動車エンジンのシミュレーション 草鹿仁編著 コロナ社

64 マンガでわかるドローン ドローン大学校編 オーム社

65 実践ロボット制御 : 基礎から動力学まで 細田耕 オーム社

66 e-Shipping : 外航海運業務の電子化 平田燕奈 海文堂出版

67 はじめての人工知能 : Excelで体験しながら学ぶAI 増補改訂版 淺井登 翔泳社

68
機械学習&ディープラーニングのしくみと技術がこれ1冊でしっ
かりわかる教科書

山口達輝,松田洋之 技術評論社

69 課題解決とサービス実装のためのAIプロジェクト実践読本 山本大祐 マイナビ出版

70 実践で学ぶ機械学習活用ガイド : Python 3.x対応 吉崎亮介 [ほか] マイナビ出版

71 超AI入門 : ディープラーニングはどこまで進化するのか 松尾豊ほか NHK出版

72 トコトンやさしいIoTの本 山﨑弘郎 日刊工業新聞社



73 トコトンやさしい組込みシステムの本 坂巻佳壽美 日刊工業新聞社

74 独学プログラマー : Python言語の基本から仕事のやり方まで コーリー・アルソフ 日経BP社

75 C#の絵本 : C#が楽しくなる新しい9つの扉 第2版 アンク 翔泳社

76 Python基礎&実践プログラミング Magnus Lie Hetland インプレス

77 苦しんで覚えるC言語 MMGames 秀和システム

78 Python超入門 : モンティと学ぶはじめてのプログラミング 及川えり子 オーム社

79 ゴールからはじめるC# 改訂版 菅原朋子 技術評論社

80 平成長崎の記憶 : The Heisei era 1989-2019 長崎文献社編 長崎文献社

81 2030年の世界地図帳 落合陽一 SBクリエイティブ

82 スタートダッシュ経済学 伊ヶ崎大理 [ほか] 勁草書房

83 マンキュー入門経済学 第3版
N.グレゴリー・マン

キュー
東洋経済新報社

84 日常が学びに変わる!経済学の本 崔真淑 翔泳社

85 大学4年間の経営学見るだけノート 平野敦士カール(監修) 宝島社

86 ゼロからわかる!経営戦略見るだけノート 平野敦士カール(監修) 宝島社

87 新・ほんとうにわかる経営分析 : 決定版 高田直芳 ダイヤモンド社

88 伝え方が9割 佐々木圭一 ダイヤモンド社

89 3.11を心に刻んで 2020 岩波書店編集部編 岩波書店

90 迷走する教員の働き方改革 : 変形労働時間制を考える 内田良[ほか] 岩波書店

91 沖縄を世界軍縮の拠点に : 辺野古を止める構想力 豊下楢彦[ほか] 岩波書店

92 R言語ではじめるプログラミングとデータ分析 馬場真哉 ソシム

93 地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題 川瀬宏明 ベレ出版

94 トコトンやさしいセンサの本 第2版 山崎弘郎 日刊工業新聞社

95 トコトンやさしいエネルギーの本 第2版 山崎耕造 日刊工業新聞社

96 図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題
インフォビジュアル

研究所
太田出版

97 地球温暖化「CO2犯人説」は世紀の大ウソ 丸山茂徳ほか 宝島社

98 日本の建築家解剖図鑑 二村悟 エクスナレッジ

99 トコトンやさしい自動運転の本
クライソン トロン

ナムチャイ
日刊工業新聞社

100 原発より危険な六ケ所再処理工場 舘野淳 [ほか] 本の泉社

101 トコトンやさしいVRの本
東京大学バーチャル
リアリティ教育研究

センター編
日刊工業新聞社

102 水産と海洋の科学
全国高等学校水産教

育研究会編
海文堂出版

103 海上物流を支える若者たち : 内航海運と船員のいまを知る 森隆行 海文堂出版

104 世界に通じる、未来へ通じる「港湾」の話
世界に通じる、未来へ
通じる「港湾」の話編

集委員会編
日本経済新聞出版社

3Ｆ・新着本コーナに並べています。

貸出中の本はカウンター or マイラブリから予約できます。
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