
書名 著者名 出版者

1 できることならスティードで 加藤シゲアキ 朝日新聞出版

2 大名倒産 （上・下） 浅田次郎 文藝春秋

3 十字架のカルテ : the psychiatrist 知念実希人 小学館

4 よその島 井上荒野 中央公論新社

5 文身 岩井圭也 祥伝社

6 青春 (コレクション:1) 吉田修一 文藝春秋

7 恋愛 (コレクション:2) 吉田修一 文藝春秋

8 犯罪 (コレクション:3) 吉田修一 文藝春秋

9 長崎 (コレクション:4) 吉田修一 文藝春秋

10 機械学習・深層学習による自然言語処理入門 中山光樹 マイナビ

11
機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープラーニン
グ)

小高知宏 オーム社

12 量子コンピュータが本当にわかる! 武田俊太郎 技術評論社

13 Life 3.0 : 人工知能時代に人間であるということ マックス・テグマーク 紀伊國屋書店

14 東京大学のデータサイエンティスト育成講座
塚本邦尊, 山田典一,

大澤文孝
マイナビ出版

15 FULL POWER : 科学が証明した自分を変える最強戦略 ベンジャミン・ハーディ サンマーク出版

16 草原の制覇 : 大モンゴルまで 古松崇志 岩波書店

17 天才たちの人生図鑑 : 教養としての世界史 山﨑圭一監修 宝島社

18 47都道府県の歴史と地理がわかる事典 伊藤賀一 幻冬舎

19 これでいいのか長崎県 鈴木士郎編 マイクロマガジン社

20 世界のニュースを日本人は何も知らない 谷本真由美 ワニブックス

21 きみのまちに未来はあるか? : 「根っこ」から地域をつくる 除本理史, 佐無田光 岩波書店

22 知らないと損する池上彰のお金の学校　新版 池上彰 朝日新聞出版

23 無形資産が経済を支配する
ジョナサン・ハスケル

ほか
東洋経済新報社

24 天、共に在り : アフガニスタン三十年の闘い 中村哲 NHK出版

25 中国人口減少の真実 村山宏 日本経済新聞出版社

26 1冊で分かる!ESG/SDGs入門 大森充 中央公論新社

27 文系AI人材になる 野口竜司 東洋経済新報社

28 リブラの野望 : 破壊者か変革者か 藤井彰夫, 西村博之 日本経済新聞出版社

29 アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・O.スミス SBクリエイティブ

30 日本文化の核心 松岡正剛 講談社
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31 「家族の幸せ」の経済学 山口慎太郎 光文社

32 自衛隊防災Book マガジンハウス(編集) マガジンハウス

33 警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント110 日本経済新聞出版社(編) 日本経済新聞出版社

34 22世紀を見る君たちへ 平田オリザ 講談社

35 教育は何を評価してきたのか 本田由紀 岩波書店

36 「本当の豊かさ」はブッシュマンが知っている ジェイムス・スーズマン NHK出版

37 理系のネタ全書 : 話してウケる!不思議がわかる! 話題の達人倶楽部(編) 青春出版社

38 図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 福地健太郎,園山隆輔 翔泳社

39 「即戦力になる」実験ノート入門 吉村忠与志 吉村忠与志

40 Excelで操る!ここまでできる科学技術計算, 第2版 神足史人 丸善出版

41
「ファインマン物理学」を読む : 力学と熱力学を中心として
普及版

竹内薫 講談社

42 地球は特別な惑星か? : 地球外生命に迫る系外惑星の科学 成田憲保 講談社

43 時の名前
三枝克之(編集・文)/ 西

美都(写真)
KADOKAWA

44 地磁気逆転と「チバニアン」 菅沼悠介 講談社

45 1日1ページ、読むだけで身につくからだの教養365
デイヴィッド・S.キ

ダー
文響社

46 弱った体がよみがえる人体力学 井本邦昭 高橋書店

47 しくじらない飲み方 : 酒に逃げずに生きるには 斉藤章佳 集英社

48 それでは実際、なにをやれば免疫力があがるの? 飯沼一茂 ワニブックス

49 医者が教えるサウナの教科書 加藤容崇 ダイヤモンド社

50 医者が教える食事術最強の教科書 牧田善二 ダイヤモンド社

51 食べる投資 : ハーバードが教える世界最高の食事術 満尾正 アチーブメント出版

52 世界一わかりやすい新型コロナウイルス完全対策BOOK
寺嶋毅監修, 西脇俊二

(監修)
宝島社

53 図解道具としての材料力学入門 西野創一郎 日刊工業新聞社

54 工学系卒論の書き方 別府俊幸, 渡辺賢治 コロナ社

55 地形で読みとく都市デザイン 岡本哲志 学芸出版社

56 つなぐ建築 : 対談集 隈研吾 岩波書店

57 木構造, 最新改訂版 山辺豊彦 エクスナレッジ

58 絵ときでわかる流体工学 2版 安達勝之, 菅野一仁 オーム社

59 自動車工学の基礎理論 : エンジン・シャシー・走行性能 林義正 グランプリ出版

60 スバル : ヒコーキ野郎が作ったクルマ 野地秩嘉 プレジデント社

61 空飛ぶクルマのしくみ 空飛ぶクルマ研究ラボ 日刊工業新聞社

62 ホンダジェット誕生物語 : 経験ゼロから世界一へ 杉本貴司 日本経済新聞出版社

63 図解身近にあふれる「放射線」が3時間でわかる本 児玉一八 児玉一八



64 つながる!基礎技術IoT入門
渡辺晴美, 今村誠, 久

住憲嗣(編)
コロナ社

65 Pythonによる制御工学入門 南裕樹 オーム社

66 文系でもわかる電子回路 山下明 翔泳社

67 単位のキホンがわかる本
コンデックス情報研究

所(編)
成美堂出版

68 幸せな着ぐるみ工場 かのうひろみ 日本経済新聞出版社

69 ビジネスエリートがなぜか身につけている教養としての落語 立川談慶 サンマーク出版

70 野村克也、明智光秀を語る 野村克也 プレジデント社

71 書けるひとになる! : 魂の文章術
ナタリー・ゴールド

バーグ
扶桑社

72 読解力を身につける (岩波ジュニア新書:914) 村上慎一 岩波書店

73 短歌 2 (岩波新書:新赤版 1813-. 大岡信『折々のうた』選) 水原紫苑(編) 岩波書店

74 最新最強のSPIクリア問題集 : これ一冊でSPI完全突破! '21年版 成美堂出版編集部(編) 成美堂出版

75 SPI最強問題集 : 「1日30分30日」完全突破! ['21年版] 柳本新二 大和書房

76 7日でできる!SPI「頻出」問題集 ['22年度版] 就職対策研究会(編) 高橋書店

77 これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 2022年度版
SPIノートの会, 津田

秀樹(編著)
洋泉社

78
内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版 ['22年
度版]

坂本直文 高橋書店

79
内定者の書き方がわかる!エントリーシート自己PR・志望動機完
全対策 ['21年版]

坂本直文 大和書房

80
内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自
己PR : 完全版 ['22年度版]

坂本直文 高橋書店

81 最新最強の就職面接 '21年版 福沢恵子 成美堂出版

82 業界と職種がわかる本 : 就活の基本　'21年版 岸健二(編) 成美堂出版

83 世界一わかりやすい業界と職種がわかる&選ぶ本 '21 イノウ(編著) ソシム

84 就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ!　2021年度版 就職情報研究会(編) 実務教育出版

85 最新最強の一般常識一問一答 '21年版 成美堂出版編集部(編) 成美堂出版

86 一般常識&最新時事一問一答頻出1500問 [2022年度版] 角倉裕之 高橋書店

87 出るとこだけ!一問一答一般常識&最新時事 ['22年度版] 小林公夫 高橋書店

88 「図解」まるわかり時事用語 2020→2021年版
ニュース・リテラシー

研究所(編著)
新星出版社

89
情報セキュリティマネジメント試験によくでる問題集 令和02-03
年

中尾真二 技術評論社

90
基本情報技術者パーフェクトラーニング過去問題集 令和02年 春
期

西田明雄 技術評論社

91
情報セキュリティマネジメントパーフェクトラーニング過去問題
集 令和02年〈春期〉

庄司勝哉, 星代介, 吉
川允樹

技術評論社

92
応用情報技術者パーフェクトラーニング過去問題集 令和02年(春
期)

加藤昭, 芦屋広太, 矢
野龍王

技術評論社

上記の本は、すべて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。

学術書や就活本などが多数入りました！
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