
＜学術図書＞

書名 著者 出版者

1 ビジネスマンがきちんと学ぶディープラーニングwith Python 朝野熙彦編著 朝倉書店

2 人工知能のアーキテクトたち : AIを築き上げた人々が語るその真実 Martin Ford オライリー・ジャパン

3 統計的学習の基礎 : データマイニング・推論・予測
Trevor Hastie, Robert

Tibshirani, Jerome Friedman
共立出版

4 シンギュラリティは近い : 人類が生命を超越するとき エッセンス版 レイ・カーツワイル NHK出版

5 ポスト・ヒューマン誕生 : コンピュータが人類の知性を超えるとき レイ・カーツワイル 日本放送出版協会

6 人工知能 仕事編 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) [松原仁監修] ニュートンプレス

7 量子コンピュータによる機械学習
Maria Schuld,

Francesco Petruccione
共立出版

8 ニュースで読み解くネット社会の歩き方 (出版芸術ライブラリー:002) 塚越健司 出版芸術社

9 SEの基本 : この1冊ですべてわかる 新版 山田隆太 日本実業出版社

10 入門サイバーセキュリティ理論と実験 面和成 コロナ社

11 Windows (ウィンドウズ) 11パーフェクトブック 最新版 (できるシリーズ) 法林岳之 [ほか] インプレス

12 超速Python仕事術大全 伊沢剛 宝島社

13 高効率言語Rust書きかた・作りかた : 手を動かして考えればよくわかる クジラ飛行机 ソシム

14 実況!ビジネス力養成講義プログラミング/システム 岡嶋裕史 日経BP日本経済新聞出版本部

15 スラスラ読めるPythonふりがなプログラミングスクレイピング入門 リブロワークス インプレス

16 AI分析でわかったトップ5%社員の習慣 越川慎司 ディスカヴァー・トゥエンティワン

17 人類の未来 : AI、経済、民主主義 (NHK出版新書:513) ノーム・チョムスキー [ほか] NHK出版

18 地域データ分析入門 : すぐに役立つEBPM実践ガイドブック 林宜嗣, 林亮輔編著 日本評論社

19 お金ってなんだろう? : はじめてのマネーリテラシー
サイモン・バシャー絵/

ジェイコブ・フィールド文
玉川大学出版部

2022年4月の新着図書情報 各コースの学習に

役立つ本が

多数入荷しました！

教育系YouTuberがやさしく解説



20 一歩ずつ学ぶゲーム理論 : 数理で導く戦略的意思決定 渡辺隆裕 裳華房

21 バブルの経済理論 : 低金利、長期停滞、金融劣化 櫻川昌哉 日経BP日本経済新聞出版本部

22 ひと目でわかるマネジメントのしくみとはたらき図鑑 (イラスト授業シリーズ) 千葉喜久枝訳 創元社

23 投資戦略の数理モデル (確率工学シリーズ:4) 後藤允 朝倉書店

24 レベニューマネジメント : 収益管理の基礎からダイナミックプライシングまで 佐藤公俊, 澤木勝茂 共立出版

25 世界一楽しい株の授業 : 初めてでも大丈夫! ジョンシュウギョウ ソシム

26 データが読めると世界はこんなにおもしろい データブック入門編集委員会編 二宮書店

27 リスクコミュニケーション 名嶋義直編著 明石書店

28 図表でみる男女格差 (OECDジェンダー白書:2) OECD編著 明石書店

29 大学生の学びを育むオンライン授業のデザイン 岩﨑千晶編著 関西大学出版部

30 解きたくなる数学 佐藤雅彦, 大島遼, 廣瀬隼也 岩波書店

31 図形の証明 (数学ガールの秘密ノート) 結城浩 SBクリエイティブ

32 式とグラフ (数学ガールの秘密ノート) 結城浩 SBクリエイティブ

33 スバラシク実力がつくと評判の複素関数キャンパス・ゼミ 改訂8 馬場敬之 マセマ出版社

34 三角関数 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 木村直之編集 ニュートンプレス

35 理工系学生のための微分方程式 桂利行編 培風館

36 Pythonで体験するベイズ推論 : PyMCによるMCMC入門 キャメロン・デビッドソン=ピロン 森北出版

37 データ解析のための統計モデリング入門 (確率と情報の科学:第1期) 久保拓弥 岩波書店

38 意思決定の数理 : 最適な案を選択するための理論と手法 西崎一郎 森北出版

39 Excelで学ぶデータ解析の基礎 海野大 東京図書出版

40 Rによるやさしい統計学
山田剛史, 杉澤武俊,

村井潤一郎共著
オーム社

41 スバラシク実力がつくと評判の演習有限要素法キャンパス・ゼミ 馬場敬之 マセマ出版社

42 力と運動の100問 (もっと楽しめる物理問題200選:part1)
Péter Gnädig, Gyula Honyek,

Máté Vigh
朝倉書店

「ピタゴラスイッチ」制作メンバーがおくる数学問題集。

株で負けない投資家になる



43 熱・光・電磁気の100問 (もっと楽しめる物理問題200選:part2)
Péter Gnädig, Gyula Honyek,

Máté Vigh
朝倉書店

44 一生モノの物理学 : 文系でもわかるビジネスに効く教養 鎌田浩毅著/米田誠著 祥伝社

45 物理 (ニュートン式超図解最強に面白い!!) 和田純夫監修 ニュートンプレス

46 世界でいちばん素敵な物理の教室 東京大学CAST文 三才ブックス

47 熱力学の基礎 第3版 森成隆夫 大学教育出版

48 エントロピーの世界 : 図解苦手を“おもしろい"に変える! 鈴木誠治 朝日新聞出版

49 量子電磁力学を学ぶための電磁気学入門 高橋康著/柏太郎解説 講談社

50 図説窒素と環境の科学 : 人と自然のつながりと持続可能な窒素利用 林健太郎, 柴田英昭, 梅澤有編 朝倉書店

51 地球の限界 : 温暖化と地球の危機を解決する方法 オーウェン・ガフニー 河出書房新社

52 生命科学・生物工学のための間違いから学ぶ実践統計解析
川瀬雅也, 松田史生著/

日本生物工学会編
近代科学社Digital

53 ウイルスと共生する世界 : 新型コロナアウトブレイクに隠された生命の事実 フランク・ライアン 日本実業出版社

54 すごい左利き : 1万人の脳を見た名医が教える 加藤俊徳 ダイヤモンド社

55 寝る脳は風邪をひかない 池谷裕二 扶桑社

56 生命知能と人工知能 : AI時代の脳の使い方・育て方 高橋宏知 講談社

57 診療で必ず役立つビタミンの知識 安田聖栄 日本医事新報社

58 ここからはじめる臨床検査の計算入門 : ニガテを克服! 井川俊彦 医歯薬出版

59 食品免疫学事典 日本食品免疫学会編集 朝倉書店

60 元WHO専門委員の感染症予防book 左門新 三笠書房

61 図説わかる土木構造力学 玉田和也編著 学芸出版社

62 確率論的リスク解析の数理と方法 (リスク工学シリーズ:6) 金野秀敏 コロナ社

63 確率・統計から始めるエンジニアのための信頼性工学 山本久志編著 コロナ社

64 環境経済学 : 『沈黙の春』から気候変動まで スティーヴン・スミス 白水社

65 建設業界DX革命 小柳卓蔵 幻冬舎メディアコンサルティング

美しい写真と共に、素朴な疑問に答えます

正しいマスクの付け方、野菜の洗い方とは？



66 Excelで解く構造力学 第2版 藤井大地, 松本慎也共著 丸善出版

67 初めて学ぶ鉄骨構造 : 基礎知識 第3版 橋本篤秀編著 市ケ谷出版社

68 鉄筋コンクリート構造 第2版 (建築学の基礎:2) 市之瀬敏勝 共立出版

69 建築設計者のためのRhinoceros : 必修3Dツールを基本から学ぶ アルゴリズムデザインラボ 日経BP

70 やさしく学ぶ建築製図 : 平・立・断面図からパース、プレゼン図面まで 完全版 松下希和, 長沖充, 照内創 エクスナレッジ

71 電気の基礎知識 (電気Q&A) 石井理仁 オーム社

72 電気設備のトラブル事例 (電気Q&A) 石井理仁 オーム社

73 建築設備パーフェクトマニュアル 2022-2023 (建築知識の本:06) 山田浩幸 エクスナレッジ

74 ヒトとクルマの運動制御 (自動車工学シリーズ:1) 小野英一 朝倉書店

75 自動車の操縦安定性 : 運動性能の力学的理解 菅沢深, 毛利宏, 丸茂喜高共著 コロナ社

76 自動車の企画と開発 : 構想から完成までのプロセス 堀重之 グランプリ出版

77 きちんと知りたい!自動車メカニズムの基礎知識 橋田卓也 日刊工業新聞社

78 自動車用エンジン半世紀の記録 : 国産乗用車用ガソリンエンジンの系譜1946-2000 改訂版 GP企画センター編 グランプリ出版

79 電気設備技術基準とその解釈 2022年版 電気書院編 電気書院

80 絵とき電気設備技術基準・解釈早わかり 2021年版 電気設備技術基準研究会編 オーム社

81 電気設備技術基準・解釈 2022年版 オーム社編 オーム社

82 ディジタル時代の電気電子計測基礎 : 新SI対応 改訂版 松本佳宣 コロナ社

83 くずれない・つぶれない太陽光発電設備の架台と基礎 奥地誠 [ほか] オーム社

84 百万人の電気工事 第3版 関電工編 オーム社

85 新情報通信概論 第3版 情報通信技術研究会編 電気通信協会

86 信号・データ処理のための行列とベクトル (次世代信号情報処理シリーズ:1) 田中聡久 コロナ社

87 詳解クラウド型ネットワークのインフラ技術 笠野英松 技術評論社

88 最新図解で早わかり5Gがまるごとわかる本 水上貴博, 中村邦明 ソーテック社

89 SpresenseではじめるローパワーエッジAI (Make: projects) 太田義則 オライリー・ジャパン

5Gってどんな技術？5Gがもたらす未来とは

現場で役立つ60の事例とその対応



90 線形システム同定の基礎 (次世代信号情報処理シリーズ:3) 藤本悠介, 永原正章共著 コロナ社

91 実践ロバスト制御 (システム制御工学シリーズ:11) 平田光男 コロナ社

92 優しいロボット 松井龍哉 大和書房

93 外乱オブザーバ (計測・制御セレクションシリーズ:2) 島田明 コロナ社

94 学びやすいアナログ電子回路 第2版 二宮保, 小浜輝彦共著 森北出版

95 2030半導体の地政学 : 戦略物資を支配するのは誰か 太田泰彦 日経BP日本経済新聞出版本部

96 おいしい経済 : 世界の転換期2050年への新・日本型ビジョン (Synchronous books) 楠本修二郎 Jbpress

97 地方弱小でも、勝てます 伊丹一晃 幻冬舎メディアコンサルティング

98 マーケティングの技法 音部大輔 宣伝会議

99 オノマトペ・マーケティング : もふもふからはじめる市場調査・商品開発・販促支援 坂本真樹 オーム社

100 AI・データ分析モデルのレシピ 漆畑充編著 オーム社

101 データ科学×日本語教育 李在鎬編 ひつじ書房

102 英語リーディングの認知科学 門田修平, 高瀬敦子, 川﨑眞理子 くろしお出版

＜文芸書・実用書など＞

書名 著者 出版者

1 ボタニカ 朝井まかて 祥伝社

2 真夜中のマリオネット 知念実希人 集英社

3 李王家の縁談 林真理子 文藝春秋

4 兇人邸の殺人 今村昌弘 東京創元社

5 タラント 角田光代 中央公論新社

6 君の顔では泣けない 君嶋彼方 KADOKAWA

7 死刑にいたる病 (ハヤカワ文庫:8074. ハヤカワ文庫JA:JA1300) 櫛木理宇 早川書房

8 水を光に変えた男 : 動く経営者、福沢桃介 荻野進介 日経BP日本経済新聞出版本部

来春・朝ドラのモデル「日本植物学の父」牧野富太郎の情熱と波乱の生涯！

あきらめた人生に使命（タラント）が宿る

マーケティング活動の「全体設計図」を使いこなそう！



9 きみだからさびしい 大前粟生 文藝春秋

10 誰かがこの町で 佐野広実 講談社

11 ミステリと言う勿れ 前編 (小学館文庫:と8-26)
田村由美原作/豊田美加著/相

沢友子脚本
小学館

12 ミステリと言う勿れ 後編 (小学館文庫:と8-27)
田村由美原作/豊田美加著/相

沢友子脚本
小学館

13 桜のような僕の恋人 (集英社文庫:[う23-2]) 宇山佳佑 集英社

14 ちょさく犬が答える!SNS時代の著作権 第2版 野田佳邦著/じんぞうイラスト 三恵社

15 なぜ、あの人は予測を裏切るのか 匠英一監修 青春出版社

16 自分の意見で生きていこう ちきりん ダイヤモンド社

17 Life shift : 100年時代の行動戦略 2
アンドリュー・スコット,

リンダ・グラットン
東洋経済新報社

18 眠れないほどおもしろい吾妻鏡 (王様文庫:6986, [D59-8]) 板野博行 三笠書房

19 上流思考 : 「問題が起こる前」に解決する新しい問題解決の思考法 ダン・ヒース ダイヤモンド社

20 社説総覧 : 朝日・毎日・読売 2021-3: 7月-9月 明文書房編集部編 明文書房

21 世界のニュースを日本人は何も知らない 2 谷本真由美 ワニブックス

22 世界のニュースを日本人は何も知らない 3 谷本真由美 ワニブックス

23 ポストコロナ期を生きるきみたちへ (犀の教室) 内田樹編/斎藤幸平 [ほか] 晶文社

24 Amazon mechanism : イノベーション量産の方程式 谷敏行 日経BP

25 エフォートレス思考 : 努力を最小化して成果を最大化する グレッグ・マキューン かんき出版

26 世界一シンプルな問題解決 中尾隆一郎 フォレスト出版

27 AI分析でわかったトップ5%リーダーの習慣 越川慎司 ディスカヴァー・トゥエンティワン

28 だから僕たちは、組織を変えていける 斉藤徹 クロスメディア・パブリッシング

29 図解頭のいい説明「すぐできる」コツ 鶴野充茂 三笠書房

30 よけいなひと言を好かれるセリフに変える働く人のための言いかえ図鑑 大野萌子 サンマーク出版

31 お金と生活の関係を知ろう! (Oh!金:2) あんびるえつこ監修 フレーベル館

「正解」のない問題への「自分だけの答え」の作り方とは？

大河ドラマの予習に



32 CONFLICTED : 衝突を成果に変える方法 イアン・レズリー 光文社

33 よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野萌子 サンマーク出版

34 図解身近にあふれる「自然災害」が3時間でわかる本 左巻健男編著 明日香出版社

35 あかし式「論理的な作文」がラクに書けるようになる本 明石さと子 大和出版

36 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2 ブレイディみかこ 新潮社

37 大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法 棚田健大郎 ダイヤモンド社

38 もっと!「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内えみ ダイヤモンド社

39 気象・天気の新事実 : ビジュアル版 (大人のための図鑑) 村龍治監修 新星出版社

40 認知症世界の歩き方 : 認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら? 筧裕介 ライツ社

41 新型コロナとワクチンのひみつ 近藤誠 ビジネス社

42 新型コロナとワクチンわたしたちは正しかったのか 峰宗太郎, 山中浩之 日経BP

43 図解身近にあふれる「感染症」が3時間でわかる本 左巻健男, 桝本輝樹編著 明日香出版社

44 HEALTH RULES : 病気のリスクを劇的に下げる健康習慣 津川友介 集英社

45 おべんとうの教科書 : はじめてでも、ぜったい失敗しない ほりえさちこ 学研プラス

46 やせるスープジャー弁当100 : 1〜3分煮るだけ! 阪下千恵 学研プラス

47 全部レンチン!たんぱく質の作りおき&ラク早おかず218 藤田聡監修/食のスタジオ編集 新星出版社

48 豪華すぎる♪節約ごはん (TJ mook. りなてぃの一週間3500円献立:2) RINATY 宝島社

49 りなてぃの一週間3500円献立 (TJ MOOK) RINATY 宝島社

50 リュウジ式至高のレシピ : 人生でいちばん美味しい! : 基本の100料理 リュウジ ライツ社

51 世界一やさしいYouTube動画編集の教科書1年生 青笹寛史 ソーテック社

52 今すぐ使えるかんたんYouTube動画編集入門 : PowerDirector対応版 入江祐也 技術評論社

53 イメージを色で表現できる配色デザイン事典 : design/color/image mashroom design ナツメ社

54 異なれ : 東京パラリンピック車いすバスケ銀メダリストの限界を超える思考 鳥海連志 ワニブックス

55 教養としての茶道 : 世界のビジネスエリートが知っている 竹田理絵 自由国民社

累計87万部突破のベストセラー、完結

エビデンスに基づく健康習慣とは？



56 億稼ぐプロゲーマーになる方法 ふぇぐ KADOKAWA

57 説明組み立て図鑑 : あてはめるだけで"すぐ"伝わる 犬塚壮志 SBクリエイティブ

58 ゆるレポ : 卒論・レポートに役立つ「現代社会」と「メディア・コンテンツ」に関する40の研究 岡本健, 松井広志, 松本健太郎編 人文書院

59 英語ニュースの教科書 : 新聞で時事英語がスラスラ読めるようになる! 木村恭子, 日経ニュース英語塾編著 InteLingo

60 ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした マーク・ボイル 紀伊國屋書店

＜就活・資格試験問題集など＞

書名 著者 出版者

1 無敵の地方公務員<上級>過去問クリア問題集 '23 公務員試験専門喜治塾編著 高橋書店

2 無敵の地方公務員<初級>過去問クリア問題集 '23 公務員試験専門喜治塾編著 高橋書店

3 10日でできる!上級地方公務員過去問ベスト ['23年度版] 喜治塾編著 高橋書店

4 あらゆる時事問題を完全攻略! (公務員試験速攻の時事:令和4年度試験完全対応実戦トレーニング編) 実務教育出版

5 公務員試験小論文頻出テーマ完全攻略 : 合格答案はこう書く! ['23年度版] 今道琢也 高橋書店

6 数的推理・資料解釈 (大卒程度公務員試験本気で合格!:2022-23年合格目標:1)
東京リーガルマインドLEC総合

研究所公務員試験部編著
東京リーガルマインド

7 地方上級・国家一般職「大卒程度」公務員試験総合問題集 : 2023年度版 L&L総合研究所編著 新星出版社

8 電験3種過去問題集 2022年版 電気書院

9 新しい就活 : 自己分析はやめる!15万人にキャリア指導してきたプロが伝授する内定獲得メソッド 佐藤裕 河出書房新社

10 販売士(リテールマーケティング)検定試験3級テキスト&問題集 : これ1冊で最短合格 神奈川販売士協会 秀和システム

11 第二種電気工事士筆記問題集 2022年版 (黒本合格シリーズ) 日本電気協会

12 はじめての人でも受かる!第二種電気工事士<筆記試験>テキスト&問題集 : 2022年版 早川義晴 翔泳社

13 基本情報技術者試験によくでる問題集【午前】 令和04-05年 イエローテールコンピュータ 技術評論社

14 基本情報技術者試験によくでる問題集【午後】 令和04-05年 イエローテールコンピュータ 技術評論社

カリスマ講師が明かす80の型



＜新書・ブックレット＞

書名 著者 出版者

1 独学の思考法 (講談社現代新書:2654) 山野弘樹 講談社

2 現代思想入門 (講談社現代新書:2653) 千葉雅也 講談社

3 世界史の考え方 (岩波新書:新赤版 1917. シリーズ歴史総合を学ぶ:1) 小川 幸司, 成田 龍一編 岩波書店

4 ドキュメント<アメリカ世>の沖縄 (岩波新書:新赤版 1921) 宮城修 岩波書店

5 タリバン台頭 (岩波新書:新赤版 1920) 青木健太 岩波書店

6 フォト・ルポルタージュ福島人なき「復興」の10年 (岩波ブックレット:No. 1060) 豊田直巳 岩波書店

7 ゼロから学ぶ量子力学 普及版 (ブルーバックス:B-2196) 竹内薫 講談社

8 人新世の科学 (岩波新書:新赤版 1922) オズワルド・シュミッツ 岩波書店

9 進化の謎をとく発生学 (岩波ジュニア新書:949) 田村宏治 岩波書店

10 人はどう死ぬのか (講談社現代新書:2655) 久坂部羊 講談社

11 日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた (ブルーバックス:B-2197) 奥田昌子 講談社

12 統計学が見つけた野球の真理 (ブルーバックス:B-2195) 鳥越規央 講談社

13 漢字ハカセ、研究者になる (岩波ジュニア新書:950) 笹原宏之 岩波書店

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】新入生のみなさま、

ご入学おめでとうございます。

たくさんの「本」と出合い、

いろどり豊かな大学生活を！


