
＜文芸書・実用書など＞

書名 著者 出版者
1 月曜日の抹茶カフェ 青山美智子 宝島社
2 母の待つ里 浅田次郎 新潮社
3 正欲 朝井リョウ 新潮社
4 透明な螺旋 東野圭吾 文藝春秋
5 スモールワールズ 一穂ミチ 講談社
6 砂嵐に星屑 一穂ミチ 幻冬舎
7 塞王の楯 今村翔吾 集英社
8 密室黄金時代の殺人 : 雪の館と六つのトリック (宝島社文庫) 鴨崎暖炉 宝島社
9 星を掬う 町田そのこ 中央公論新社
10 N (エヌ) 道尾秀介 集英社
11 総理にされた男 (宝島社文庫) 中山七里 宝島社
12 鑑定人 氏家京太郎 中山七里 双葉社
13 特許やぶりの女王 : 弁理士・大鳳未来 南原詠 宝島社
14 ブラックボックス 砂川文次 講談社
15 変な家 雨穴 飛鳥新社
16 黒牢城 : Arioka Citadel case 米澤穂信 KADOKAWA
17 ミス・サンシャイン 吉田修一 文藝春秋

18 はじめての
島本理生/辻村深月/              

宮部みゆき/森絵都
水鈴社

19 20歳の自分に教えたいお金のきほん (SB新書570) 池上彰,「池上彰のニュースそう
だったのか!!」スタッフ SBクリエイティブ

20 図解ウイルスと除菌のことがよくわかる!本 内海洋 あさ出版

2022年3月の新着図書情報 芥川賞・直木賞受賞作・

本屋大賞ノミネート作・就活本など

多数入荷しました！

定休日に抹茶カフェを開くことになり…

憎い。愛しい。「家族」という小さな世界…。本屋大賞ノミネート作

銀幕スターだった鈴さんと大学院生の交流

第20回このミス大賞受賞作！

最強の石垣で永遠の泰平をつくりたい！第166回直木賞受賞作！

第166回芥川賞受賞作！

再開した母は、記憶の中の母親と全く違っていて…。本屋大賞ノミネート作

第166回直木賞受賞作！

4人の直木賞作家とYOASOBIのコラボ

本屋大賞ノミネート作



21 首・肩・腰・膝痛みとりストレッチ : 95%の不調は自分で治せる (青春文庫) 宗田大 青春出版社
22 ためず、忘れず、使い切る!「ストック食品」管理術 : 時間とお金がどんどん増える☆ 島本美由紀 亜紀書房
23 アマゾンの最強の働き方 コリン・ブライアー/ビル・カー ダイヤモンド社
24 ニュースで身につく使える英語 (祥伝社黄金文庫Gい11-12) 石田健 祥伝社

＜学術図書＞

書名 著者 出版者
1 AIリテラシーの教科書 浅岡伴夫, 松田雄馬, 中松正樹 東京電機大学出版局
2 現場で活用するための機械学習エンジニアリング 藤井亮宏 講談社
3 キッチン・インフォマティクス : 料理を支える自然言語処理と画像処理 原島純, 橋本敦史 オーム社
4 人工知能が俳句を詠む : AI一茶くんの挑戦 川村秀憲, 山下倫央, 横山想一郎 オーム社
5 ディープラーニング学習する機械 : ヤン・ルカン、人工知能を語る Yann LeCun 講談社
6 動かしながら学ぶPyTorchプログラミング入門 斎藤勇哉 オーム社
7 脳とAI : 言語と思考へのアプローチ (中公選書125) 酒井邦嘉編著 中央公論新社
8 パッと学ぶ「機械学習」 (I/O books) 清水美樹 工学社
9 Webで知る : Web情報検索入門 (Computer and web sciences library:7) 角谷和俊 サイエンス社
10 試してわかるPython"基礎"入門 (新・標準プログラマーズライブラリ) 谷尻かおり 技術評論社
11 大学生活と法学 江藤祥平 [ほか] 有斐閣
12 建築学科のための不動産学基礎 須永則明 [ほか] 学芸出版社
13 入門経済学 第4版 井堀利宏 新世社
14 経営理論のエッセンス 岡田行正 同文舘出版
15 たった1人からはじめるイノベーション入門 竹林一著 日本実業出版社
16 失敗の9割が新しい経済圏をつくる 矢野健太 かんき出版
17 自由に生きるための地味な投資で2000万円 大西真人 SBクリエイティブ
18 10代で知っておきたい「同意」の話 (14歳の世渡り術プラス) ジャスティン・   ハンコック 河出書房新社

会議ではパワポ資料禁止!?



19 多様性の科学 : 画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決する組織 マシュー・サイド ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

20 対人コミュニケーション入門 新版 藤田依久子 ナカニシヤ出版
21 こころとからだのしくみ 第2版 (最新介護福祉士養成講座11) 介護福祉士養成講座編集委員会編集 中央法規出版
22 今日からはじめる省エネ教育 : 持続可能な社会を目指して、家庭・地域での実践につなげる 三神彩子, 赤石記子, 荒木葉子編著 開隆堂出版
23 応用数学 新版改訂版 (新版数学シリーズ) 岡本和夫監修 実教出版
24 コンピュータサイエンスにおける様相論理 鹿島亮 森北出版
25 はじめての数論 J.H.シルヴァーマン 丸善出版
26 Excelによるやさしい統計解析 : 分析手法の使い分けと統計モデリングの基礎 荒川俊也 オーム社
27 問題解決のためのデータサイエンス入門 松田稔樹, 萩生田伸子監修 実教出版
28 Rでらくらくデータ分析入門 : 効率的なデータ加工のための基礎知識 西田典充 技術評論社
29 データサイエンス入門 第2版 (データサイエンス大系) 竹村彰通, 姫野哲人, 高田聖治編 学術図書出版社
30 力学・電磁気学・熱力学 (目からウロコの物理学:1) 牧島一夫 東京大学出版会
31 解析力学講義 : 古典力学を超えて 近藤慶一 共立出版
32 弱点克服大学生の初等力学 改訂版 石川裕 東京図書
33 環境・生命科学 榊佳之, 平石明編 東京化学同人
34 三ッ星プレゼンレシピ : デザインが見える, 発表が冴える 岡田悟編 中外医学社
35 レジデントのためのこれだけ検査値 三井田孝, 田部陽子編 日本医事新報社
36 検査値の読み方・考え方 : 専門医からのアドバイス 第3版 西崎統, 村田満, 上原由紀編集 総合医学社
37 糖尿病の? (ハテナ) がわかる!イラストbook 細井雅之編著 メディカ出版
38 図解眠れなくなるほど面白いたんぱく質の話 藤田聡監修 日本文芸社
39 機械系の運動と振動の基礎・基本 瀧口三千弘, 藤野俊和, 藤原滋泰 海文堂出版
40 雑説技術者の脱炭素社会 村上信明 梓書院
41 エネルギー工学 日本機械学会 日本機械学会
42 生態工学 新版 倉本宣, 佐伯いく代編 朝倉書店



43 60分でわかる!カーボンニュートラル超入門 前田雄大 技術評論社
44 ゼロからはじめる建築の「法規」入門　 第3版 原口秀昭 彰国社
45 設計のための建築環境学 : みつける・つくるバイオクライマティックデザイン 第2版 日本建築学会編 彰国社
46 AutoCADで学ぶ建築製図の基本 : AutoCAD 2022対応 鳥谷部真 エクスナレッジ
47 構造物のモニタリング技術 日本鋼構造協会編 コロナ社
48 研究者が本気で建てたゼロエネルギー住宅 : 断熱、太陽光・太陽熱、薪・ペレット、蓄電 三浦秀一 農山漁村文化協会

49 住生活デザインの教科書 : 住み方・つくり方 夏目欣昇 [ほか] 理工図書
50 住まいの建築計画 今村仁美, 田中美都 学芸出版社
51 図解もの創りのためのやさしい機械工学 改訂第3版 門田和雄 技術評論社
52 JISにもとづく機械設計製図便覧 第13版 大西清著/津村利光閲序 オーム社
53 わかる!使える!機械加工入門 澤武一 日刊工業新聞社
54 電力工学 (実践的技術者のための電気電子系教科書シリーズ) 加藤克巳, 三島裕樹, 井口傑 理工図書
55 ソフトウェアで体験して学ぶディジタルフィルタ 陶山健仁 オーム社
56 いちばんやさしい新しいサーバーの教本 水野源 インプレス
57 Webのしくみ : Webをいかすための12の道具 (Computer and web sciences library:6) 矢吹太朗 サイエンス社
58 初歩から学ぶパワーエレクトロニクス 安芸裕久, 山口浩, 平瀬祐子 講談社
59 電子工作の素 : 作る、できる/基礎入門 改訂新版 後閑哲也 技術評論社
60 よくわかる最新半導体デバイスの基本と仕組み (How-nual図解入門) 佐藤淳一 秀和システム

61 船体解剖図 : ナゾに満ちた船の内部を大公開! プニップクルーズ/                   
中村辰美イラスト・文

イカロス出版

62 トコトンやさしい二次電池の本 新版 (B&Tブックス. 今日からモノ知りシリーズ) 小山昇, 脇原將孝 日刊工業新聞社
63 リスクってなんだ? : SDGsの時代に化学物質で考える 増補改訂版 花井荘輔 丸善出版
64 大学生のための日本語アカデミック・ライティング基礎講座 金銀珠, 田中里実 学術図書出版社



＜就活・資格試験問題集など＞

書名 著者 出版者
1 就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ!　 　2024年度版 就職情報研究会編 実務教育出版
2 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】 ['24年度版] 坂本直文 高橋書店
3 まるごとわかるオンライン就活 : #コロナ就活ここが知りたい! 2023年度版 才木弓加 実務教育出版
4 就職試験によく出る適性・適職問題 ['24年度版] 就職対策研究会編 高橋書店
5 SPI3&テストセンター出るとこだけ!完全対策 2024年度版 (就活ネットワークの就職試験完全対策1) 就活ネットワーク編 実務教育出版
6 完全対策「玉手箱シリーズ」2024年度版 (就活ネットワークの就職試験完全対策2. Webテスト1) 就活ネットワーク編 実務教育出版
7 事務職・一般職SPI3の完全対策　2024年度版 (就活ネットワークの就職試験完全対策5) 就活ネットワーク編 実務教育出版

8 0からわかるSPI3の教科書これさえあれば。 2024年度版
就活塾ホワイトアカデミー採用

テスト対策室
TAC株式会社出版事業部

9 わかる!!わかる!!わかる!!SPI&WEBテスト ['24] 新星出版社編集部編 新星出版社
10 絶対ハイスコア!SPI穴埋め式トレーニング '24 数学教室大人塾 高橋書店
11 内定ナビ!SPI直前テキスト&問題集 '24 就職対策研究会編 高橋書店
12 内定ナビ!「イラスト図解」時事&一般常識   ['24年度版] 就職対策研究会編 高橋書店
13 超速マスター!一般常識&時事問題 '24 就職対策研究会編 高橋書店
14 イッキに内定!出題レベル順!一般常識1000問 ['24年度版] 就職対策研究会編 高橋書店
15 イッキに内定!一般常識&時事一問一答 '24 角倉裕之 高橋書店
16 実戦添削例から学ぶ必ず受かる小論文・作文の書き方 新版 石井秀明 新星出版社
17 小論文&作文 : 内定プラス 2024年度版 喜治賢次 新星出版社
18 受かる小論文・作文模範文例 : 就職試験 2024年度版 新星出版社編集部編 新星出版社
19 第2種ME技術実力検定試験必勝ポイント帳  改訂第2版 中村藤夫/石田等編集 メジカルビュー社

20 機械・電気の資格と仕事 : 取りたい資格がわかる本 梅方久仁子 技術評論社
21 電験二種・一種二次突破!計算力アップテキスト OHM編集部編 オーム社
22 電験二種一次試験完全解答 : 10カ年収録 OHM編集部編 オーム社



＜新書・ブックレット＞

書名 著者 出版者
1 思考実験 : 科学が生まれるとき (ブルーバックスB-2193) 榛葉豊 講談社
2 スピノザ : 人間の自由の哲学 (講談社現代新書2652) 吉田量彦 講談社
3 まだ間に合う : 元駐米大使の置き土産 (講談社現代新書2650) 藤崎一郎 講談社
4 不思議の国ニッポン : 海外メディアは見た (講談社現代新書2651) クーリエ・ジャポン編 講談社
5 政治責任 : 民主主義とのつき合い方 (岩波新書:新赤版 1913) 鵜飼健史 岩波書店
6 検証政治改革 : なぜ劣化を招いたのか (岩波新書:新赤版 1915) 川上高志 岩波書店
7 人権と国家 : 理念の力と国際政治の現実 (岩波新書:新赤版 1912) 筒井清輝 岩波書店
8 土地は誰のものか : 人口減少時代の所有と利用 (岩波新書:新赤版 1914) 五十嵐敬喜 岩波書店
9 <必要>から始める仕事おこし : 「協同労働」の可能性 (岩波ブックレットNo. 1059) 日本労働者協同組合連合会編 岩波書店
10 SDGs投資 : 資産運用しながら社会貢献 (朝日新書764) 渋澤健 朝日新聞出版
11 東京大空襲の戦後史 (岩波新書:新赤版 1916) 栗原俊雄 岩波書店
12 教えたくなるほどよくわかる数学の基礎講座 (ニュートン新書) クリス・ワーリング ニュートンプレス

13 数式図鑑 : 楽しく、美しく、役に立つ科学の宝石箱 (ブルーバックスB-2178) 横山明日希 講談社
14 宇宙を支配する「定数」 (ブルーバックスB-2194) 臼田孝 講談社
15 私たちのサステイナビリティ(岩波ジュニア新書948) 工藤尚悟 岩波書店
16 〈読む〉という冒険 : イギリス児童文学の森へ (岩波ジュニア新書947) 佐藤和哉 岩波書店

卒業生・修了生のみなさま、

卒業・修了おめでとうございます！

これからの人生も、

「本」との素敵な出合いが

ありますように♪

春休み期間

平日 8：30～16：55

土日祝 休館

講義期間（4/8から）

平日 8：30～20：00

土曜日 9：00～12：00

日祝日 休館

【開館時間】
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