
書名 著者 出版者
1 10分で名著 (講談社現代新書:2659) 古市憲寿 講談社
2 日本史サイエンス 弐 (ブルーバックス:B-2200) 播田安弘 講談社
3 日本病 : なぜ給料と物価は安いままなのか (講談社現代新書:2661) 永濱利廣 講談社
4 お金の未来 (講談社現代新書:2662) 山本康正, ジェリー・チー 講談社
5 ルポ大阪の教育改革とは何だったのか (岩波ブックレット:No.1063) 永尾俊彦 岩波書店
6 よくわかる解析力学 前野昌弘 東京図書
7 よくわかる熱力学 前野昌弘 東京図書
8 本当に役立つ栄養学 (ブルーバックス:B-2201) 佐藤成美 講談社
9 楽しく学ぶ破壊力学 成田史生, 大宮正毅, 荒木稚子 朝倉書店
10 3Dプリンター活用技術検定公式ガイドブック 改訂版 コンピュータ教育振興協会 日経BP
11 CAD利用技術者試験3次元公式ガイドブック 2022年度版 コンピュータ教育振興協会 日経BP社
12 基礎からわかる論文の書き方 (講談社現代新書:2660) 小熊英二 講談社
13 神様のカルテ0 夏川草介 小学館

＜機械＞

書名 著者 出版者
1 超音波工学 荻博次 共立出版
2 熱力学 (JSMEテキストシリーズ) 日本機械学会 日本機械学会
3 音環境の数値シミュレーション : 波動音響解析の技法と応用 第2版 日本建築学会編集 日本建築学会

2022年6月の新着図書情報

各コースの先生方が選んだ【学生用推薦図書】が多数入りました。もちろん他コースの本も利用可能です。

学生用推薦図書コーナーはカウンター付近にあります。ぜひ手に取って、専門知識と教養を身につけましょう。

一億総貧困化!?

学問の型を理解しよう

がっつり学びたい人へ



4 水力学 第2版 宮井善弘 [ほか] 森北出版

5 自動車業界MBDエンジニアのためのSimulink入門 第2版 (MBD lab series) 久保孝行
TechShare

エデュケーション
6 旅客機の形と性能 : どのような機体が開発されてきたのか (飛行機設計入門:3) 片柳亮二 日刊工業新聞社
7 安定飛行理論 : 飛行機を安定に飛ばすコツ (飛行機設計入門:2) 片柳亮二 日刊工業新聞社
8 零戦の振動 : 機体振動とエンジン・プロペラ振動のメカニズム 安藤隆幸 オリンピア印刷

9 インホイールモータ原理と設計法 (設計技術シリーズ) 西山敏樹, 遠藤研二, 松田篤志 科学情報出版

10 熱電発電技術と設計法 : 小型化・高効率化の実現 (設計技術シリーズ) 宮崎康次 科学情報出版
11 音場再現 (音響サイエンスシリーズ:10) 安藤彰男 コロナ社

＜電気＞

書名 著者 出版者
1 新しい世界の資源地図 : エネルギー・気候変動・国家の衝突 ダニエル・ヤーギン 東洋経済新報社

2 ドローンの教科書標準テキスト : 無人航空従事者試験3級4級対応 第4版 山下壱平 DigitechBooks
3 電験3種過去問題集 2022年版 電気書院

＜医療＞

書名 著者 出版者
1 臨床工学技士ポケット・レビュー帳 改訂第2版 福長一義編集 メジカルビュー社

2 臨床工学技士標準テキスト 第4版
小野哲章編集/堀川宗之編集/
峰島三千男編集/吉野秀朗編集

金原出版

3 臨床工学技士国家試験問題解説集 第34回 日本臨床工学技士教育施設
協議会編集

へるす出版

4 第1種ME技術実力検定試験問題解説集 第26回 日本生体医工学会編
日本生体医工学会第1種ME
技術実力検定試験講習会・

テキスト作成委員会

5 第2種ME技術実力検定試験全問解説 : 第38回<平成28年>〜第42回<令和3年> 2022
第2種ME技術実力検定試験

問題研究会
学研メディカル秀潤社



＜マネジメント＞

書名 著者 出版者
1 捜索理論における確率モデル (シリーズ情報科学における確率モデル:3) 宝崎隆祐, 飯田耕司 コロナ社
2 ベイズ学習とマルコフ決定過程 (シリーズ情報科学における確率モデル:9) 中井達 コロナ社

＜共通＞

書名 著者 出版者
1 高校生と考える新時代の争点21 (桐光学園大学訪問授業) 桐光学園中学校・高等学校編 左右社
2 予告されていたペリー来航と幕末情報戦争 (新書y:153) 岩下哲典 洋泉社
3 明日のための現代史 : 「歴史総合」の視点で学ぶ世界大戦 上巻: 1914-1948 伊勢弘志 芙蓉書房出版
4 日本近代社会史 : 社会集団と市場から読み解く1868-1914 松沢裕作 有斐閣
5 軍港都市の一五〇年 : 横須賀・呉・佐世保・舞鶴 (歴史文化ライブラリー:534) 上杉和央 吉川弘文館
6 第四代福岡県令渡邉清 : 雄県「福岡」の礎を築いた大村藩士 後藤惠之輔 海鳥社
7 地図とデータでみる都道府県と市町村の成り立ち (平凡社新書:940) 齊藤忠光 平凡社
8 「日本」ってどんな国? : 国際比較データで社会が見えてくる (ちくまプリマー新書:386) 本田由紀 筑摩書房
9 明治日本と日清開戦 : 東アジア秩序構想の展開 大澤博明 吉川弘文館

10
日本の少子化対策はなぜ失敗したのか? : 結婚・出産が回避される本当の原因
(光文社新書:1067)

山田昌弘 光文社

11 情報生産者になってみた : 上野千鶴子に極意を学ぶ (ちくま新書:1617) 上野ゼミ卒業生チーム 筑摩書房
12 地域学入門 (ちくま新書:1602) 山下祐介 筑摩書房
13 歴史のダイヤグラム : 鉄道に見る日本近現代史 (朝日新書:832) 原武史 朝日新聞出版

晴れても雨でも

読書日和 ♪
【開館時間】 平日 8：30～20：00

土曜日 9：00～12：00  (日祝日 休館)
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