
書名 著者 出版者

1 第二種電気工事士技能試験これで合格! 2021年版 電気書院

2
よくわかるMicrosoft Word 2019&Microsoft Excel 2019

スキルアップ問題集 操作マスター編

富士通エフ・オー・

エム
FOM出版

3 PowerPoint 2019基本技 稲村暢子 技術評論社

4 7日でできる!初級地方公務員過去問ベスト '23 喜治塾 高橋書店

5 出るとこだけ!基本情報技術者テキスト&問題集 2021年版 矢沢久雄 翔泳社

6 情報セキュリティマネジメント教科書 令和3年度 瀬戸美月 , 齋藤健一 インプレス

7 オンライン就活は面接が9割 瀧本博史 青春出版社

8
AIエンジニアの実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科

書
AIエンジニア研究会 技術評論社

9 60分でわかる!AIビジネス最前線 改訂2版 AIビジネス研究会 技術評論社

10 PythonによるAI・機械学習・深層学習アプリのつくり方 クジラ飛行机ほか ソシム

11 Rによる機械学習 (Programmer's selection) Lantz Brett 翔泳社

12 知識ゼロからの機械学習入門 太田和樹 技術評論社

13 AIエンジニアを目指す人のための機械学習入門 清水琢也 , 小川雄太郎 技術評論社

14 スッキリわかるPythonによる機械学習入門 須藤秋良 , フレアリンク インプレス

15 人工知能 (別冊日経サイエンス:239) 竹内郁雄 日経サイエンス

16 ITエンジニアのやさしい法律Q&A 河瀬季 技術評論社

17 21世紀最強の職業Web系エンジニアになろう 勝又健太 実業之日本社

18 はじめてのSQL エンジニア入門編 堀江美彦 秀和システム

19 ITエンジニアのためのUXデザイン実践ノウハウ 宇津木希ほか 日経BP

20 ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント入門 澤部直太ほか オーム社

21 基礎Python 改訂2版 大津真 インプレス

22 時代を撃つノンフィクション100 (岩波新書:新赤版 1873) 佐高信 岩波書店

23 仕事と人生 (講談社現代新書:2610) 西川善文 講談社

24 戦争の中国古代史 (講談社現代新書:2613) 佐藤信弥 講談社

25 日本の構造 (講談社現代新書:2609) 橘木俊詔 講談社

26 ウイルスが変えた世界の構造 副島隆彦 , 佐藤優 日本文芸社

27 尊厳 (岩波新書:新赤版 1870) ローゼン マイケル 岩波書店

28 戦後政治史 第4版 (岩波新書:新赤版 1871) 石川真澄, 山口二郎 岩波書店

29 ロッキード 真山仁 文藝春秋

30 設問式船舶衝突の実務的解説 藤沢順ほか 成山堂書店

31 SDGs見るだけノート 笹谷秀光 宝島社

32 できるはんこレス入門 清水理史ほか インプレス

33 現場が輝くデジタルトランスフォーメーション 長谷川康一 ダイヤモンド社
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34 キャッシュ・フローの卵 : 新装版 小田正佳 , 西川郁生 税務経理協会

35 会計の地図 近藤哲朗ほか ダイヤモンド社

36 会計・ファイナンス入門 第3版 鯖田豊則 税務経理協会

37
コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 (岩波

ジュニア新書:932)
上坂博亨ほか 岩波書店

38 狙われる18歳!? (岩波ブックレット:No. 1043)
日本弁護士連合会消

費者問題対策委員会
岩波書店

39 労働組合とは何か (岩波新書:新赤版 1872) 木下武男 岩波書店

40 3.11を心に刻んで 2021 (岩波ブックレット:no. 1042) 岩波書店編集部 岩波書店

41 ゼロから学べるオンライン学習 秋山貴俊ほか 明治図書出版

42 三体問題 (ブルーバックス:B-2167) 浅田秀樹 講談社

43
分子遺伝学 (ブルーバックス:B-2164. カラー図解アメリカ

版新大学生物学の教科書:第2巻)
Sadava David E.ほか 講談社

44 寿命遺伝子 (ブルーバックス:B-2166) 森望 講談社

45 痛みと不調を自分で治す人体力学 井本邦昭 学研プラス

46 臨床工学技士の一日 WILLこども知育研究所 保育社

47 食品衛生学 改訂第2版 (栄養科学イラストレイテッド) 田崎達明 羊土社

48 管理栄養士が教える美肌スープ (青春文庫) 森由香子 青春出版社

49
食品免疫学のプロが書いたウイルスに負けない最高の食事

術
戸塚護 扶桑社

50 死者ゼロの真相 : 長崎クルーズ船新型コロナ災害との激闘 崎長ライト, 河野茂 長崎新聞社

51 技術英語の基本を学ぶ例文300 中山裕木子 研究社

52 建設DX 木村駿ほか 日経BP

53 心地よい空間をつくる小さな設計・建築事務所
パイインターナショ

ナル

パイインターナ

ショナル

54 建築構造 最新改訂版 02 江尻憲泰 エクスナレッジ

55 建築構造用語事典 [1]
日本建築構造技術者

協会関西支部建築構
建築技術

56 建築構造用語事典 2
日本建築構造技術者

協会関西支部建築構
建築技術

57 ゼロからはじめる「木造建築」入門 第2版 原口秀昭 彰国社

58 建築計画 最新改訂版 住宅編 樋口善信 エクスナレッジ

59 図解建築環境工学の知識
建築環境工学の知識

編集委員会
オーム社

60 図解建築計画の知識
建築計画の知識編集

委員会
オーム社

61 絵ときでわかる機械力学 第2版 門田和雄 , 長谷川大和 オーム社

62 基礎機械設計工学 第4版 兼田楨宏 , 山本雄二 オーム社

63 絶対に潰さない経営 藤田公一 あさ出版

64 完全図解電気理論と電気回路の基礎知識早わかり 大浜庄司 オーム社

65 電気回路の基礎 宮本俊幸 コロナ社



66 電気機器学の基礎理論 藤本康孝 , 赤津観 コロナ社

67 よくわかる最新IoTシステムの導入と運用 西村泰洋 秀和システム

68 クラウド時代のネットワーク入門 大喜多利哉 翔泳社

69 天才の根源 てつや KADOKAWA

70 電磁環境工学 電子情報通信学会 コロナ社

71 はじめてのロボット工学 第2版 石黒浩ほか オーム社

72 ロボット工学の基礎 第3版 川崎晴久 森北出版

73 基礎電子工学 第2版 藤本晶 森北出版

74 環境・資源・健康を考えた土と施肥の新知識 改訂新版 後藤逸男ほか 全国肥料商連合会

75 高齢社会における人と自動車 青木宏文ほか コロナ社

76 たった2日でマスターできるiPhoneアプリ開発集中講座 藤治仁ほか ソシム

77 はじめてのAndroidプログラミング 第5版 金田浩明 SBクリエイティブ

78 スタートダッシュAndroid 山本尚紀 技術評論社

79 初級から学ぶ日本語コロケーション 惠谷容子 , 飯嶋美知子 くろしお出版

80 今日から役に立つ!使える「語彙力」2726 西東社編集部 西東社

81 百人一首 : うたものがたり (講談社現代新書:2612) 水原紫苑 講談社

各コースの図書や資格・就活本

などがたくさん入りました！

今年度も図書館のご利用を

お待ちしております♪


