
＜文芸書・実用書など＞
書名 著者 出版者

1 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 早川書房
2 赤と青のエスキース 青山美智子   PHP研究所
3 三千円の使いかた 原田ひ香 中央公論新社
4 小説8050 林真理子 新潮社
5 残月記 小田雅久仁 双葉社
6 愚かな薔薇 恩田陸 徳間書店
7 神さまの貨物 ジャン=クロード・グランベール ポプラ社
8 ベストセラーに学ぶ最強の教養 佐藤優 文藝春秋
9 入社1年目の教科書 岩瀬大輔 ダイヤモンド社
10 世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた 中野信子 アスコム
11 ヒトの壁 (新潮新書:933) 養老孟司 新潮社
12 リーダーの仮面 : 「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法 安藤広大 ダイヤモンド社

13
トヨタの会議は30分 : GAFAMやBATHにも負けない最速・骨太のビジネスコミュニケー
ション術

山本太平 すばる舎

14 やせる!糖質オフ : 決定版 : 内臓脂肪もスッキリ落ちる 前川智監修/牧野直子料理 永岡書店
15 本当の自由を手に入れるお金の大学 両＠リベ大学長 朝日新聞出版
16 たんぱく質しっかりおかず : 1食20gが簡単にとれる! : 333レシピ 牧野直子 池田書店
17 JAで「働く」ということ :  組合員・地域とどう向き合っていくのか 石田正昭 家の光協会
18 就職四季報優良・中堅企業版 2023年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社
19 就職四季報総合版 2023年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社
20 大学ランキング 2022年版 (AERA MOOK) 朝日新聞出版

2022年2月の新着図書情報

復讐を誓った少女は闘いを選んだ…。アガサ・クリスティー賞大賞！

３編のダークファンタジー。本屋大賞ノミネート！

「ふたり」をつなぐ1枚の絵画。本屋大賞ノミネート！

収容所行きの貨物列車から投げられた赤ちゃん。拾った貧しい夫婦は…

「貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う」力を手に入れよう

新着本
続々入荷！



＜学術図書＞
書名 著者 出版者

1 AIとうまくつきあう方法 : 教養としてのAIリテラシー 武藤 ゆみ子，岡田 浩之 玉川大学出版部
2 そろそろ常識?マンガでわかる「Python機械学習」 (マンガ×チャットスタイル解説書) 田中賢一郎,  澤田千代子 シーアンドアール研究所

3 セキュリティエンジニアのための機械学習 : AI技術によるサイバーセキュリティ対策入門 Chiheb Chebbi オライリー・ジャパン

4 プログラマーなら知っておきたい40のアルゴリズム (Impress top gear) Imran Ahmad インプレス
5 地政学 : サクッとわかるビジネス教養 奥山真司監修 新星出版社
6 国際貢献のウソ (ちくまプリマー新書:143) 伊勢﨑賢治 筑摩書房
7 ファッションの仕事で世界を変える (ちくまプリマー新書:384) 白木夏子 筑摩書房
8 データサイエンス入門 (Pythonによるビジネスデータサイエンス:1. Business data science with Python) 笹嶋宗彦編 朝倉書店
9 データの前処理  (Pythonによるビジネスデータサイエンス:2. Business data science with Python) 羽室行信編 朝倉書店
10 マーケティングデータ分析 (Pythonによるビジネスデータサイエンス:3. Business data science with Python) 中原孝信編 朝倉書店
11 AI技術を活かすためのスキル : データをビジネスの意思決定に繋げるために Daniel Vaughan オライリージャパン
12 みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT (ちくまプリマー新書:377) 遠藤まめた 筑摩書房
13 世界の学校心理学事典 シェーン・R・ジマーソン 明石書店
14 物理学図鑑 福江純, 福江翼,　 福江慧 オーム社
15 現代解析力学入門 井田大輔著 朝倉書店
16 生き物の進化ゲーム : 進化生態学最前線 : 生物の不思議を解く 大改訂版 酒井聡樹, 高田壮則, 東樹宏和 共立出版
17 すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険 山本健人 ダイヤモンド社
18 脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのか : 脳AI融合の最前線 紺野大地, 池谷裕二 講談社
19 なるほどなっとく!臨床検査 浅野嘉延 南山堂

20 検査ポイントブック : アセスメント・ケアにつながる 東京都済生会中央病院看護部副主任
会執筆 照林社

21 センサの技術 第2版 (電子機械入門シリーズ) 鷹野英司, 川嶌俊夫 オーム社
22 2050年の地球を予測する : 科学でわかる環境の未来 (ちくまプリマ―新書393) 伊勢武史 筑摩書房



23 電力技術の実用理論 : 発電・送変電の基礎理論からパワーエレクトロニクス応用まで 第3版 長谷良秀 丸善出版
24 SDGs時代の食・環境問題入門 (シリーズ食を学ぶ) 吉積巳貴 [ほか] 昭和堂
25 一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 牧野智一 SBクリエイティブ

＜定期刊行新書・ブックレット＞
書名 著者 出版者

1 性(セックス)と宗教 (講談社現代新書2647) 島田裕巳 講談社
2 平安京の下級官人 (講談社現代新書2649) 倉本一宏 講談社
3 幕末社会 (岩波新書:新赤版 1909) 須田努 岩波書店
4 ヨーロッパ史入門 : 市民革命から現代へ (岩波ジュニア新書:946) 池上俊一 岩波書店
5 人の心に働きかける経済政策 (岩波新書:新赤版 1908) 翁邦雄 岩波書店
6 教養としての金融危機 (講談社現代新書2648) 宮崎成人 講談社
7 「感動ポルノ」と向き合う : 障害者像にひそむ差別と排除 (岩波ブックレット:No. 1058) 好井裕明 岩波書店
8 民俗学入門 (岩波新書:新赤版 1910) 菊地暁 岩波書店
9 地球の中身 : 何があるのか、何が起きているのか (ブルーバックスB-2192) 廣瀬敬 講談社

10
生命を守るしくみオートファジー : 老化、寿命、病気を左右する精巧なメカニズム    (ブ
ルーバックスB-2190)

吉森保 講談社

11 焼酎の科学 : 発酵、蒸留に秘められた日本人の知恵と技 (ブルーバックスB-2191) 鮫島吉廣, 高峯和則 講談社
12 東京オリンピック始末記 (岩波ブックレット:No. 1057) 小笠原博毅, 山本敦久 岩波書店
13 俳句と人間 (岩波新書:新赤版 1911) 長谷川櫂 岩波書店

＜DVD＞ ※グループ室で閲覧できます。（貸出不可）
書名 著者 出版者

1 岸辺露伴は動かない : Thus spoke kishiba rohan 荒木飛呂彦原作 NHKエンタープライズ

2 浅田家! 中野量太監督・脚本 東宝 (発売・販売)
3 るろうに剣心 : 最終章The Beginning 大友啓史監督・脚本 ワーナーブラザーズホームエン

ターテイメント(発売)

4 るろうに剣心 : 最終章The Final 大友啓史監督・脚本 ワーナーブラザーズホームエン
ターテイメント(発売)
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