
 

 

 書名 著者名 出版社 

1 なるほどデザイン 筒井美希 エムディエヌコーポレーション 

2 「本をつくる」という仕事 稲泉連 筑摩書房 

3 京都のおねだん 大野裕之 講談社 

4 日本経済入門 野口悠紀雄 講談社 

5 理化学研究所 山根一眞 講談社 

6 スウガクって、なんの役に立ちますか? 杉原厚吉 誠文堂新光社 

7 地球はなぜ「水の惑星」なのか 唐戸俊一郎 講談社 

8 痛覚のふしぎ 伊藤誠二 講談社 

9 てんきち母ちゃんの朝 10 分、あるものだけでほ

められ弁当 

井上かなえ 文藝春秋 

10 2025年日本の農業ビジネス 21世紀政策研究所(編) 講談社 

11 カラー版東京の森を歩く 福嶋司 講談社 

12 売れる!楽しい!「手書き POP」のつくり方 増澤美沙緒 同文舘出版 

13 ビートたけしと北野武 近藤正高 講談社 

14 室町無頼 垣根涼介 新潮社 

15 きみが来た場所 喜多川泰 ディスカヴァー・トゥエンティ

ワン 

16 金曜日の本屋さん 名取佐和子 角川春樹事務所 

17 昔話法廷 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班(編) 金の星社 

18 バスを待つ男 西村健 実業之日本社 

19 不時着する流星たち 小川洋子 KADOKAWA 

20 終りなき夜に生れつく 恩田陸 文藝春秋 

21 ようこそ授賞式の夕べに 大崎梢 東京創元社 

22 自由なサメと人間たちの夢 渡辺優 集英社 

23 氷菓 米澤穂信 角川書店 

24 愚者のエンドロール 米澤穂信 角川書店 

25 クドリャフカの順番 米澤穂信 角川書店 

26 遠まわりする雛 米澤穂信 角川書店 

27 ふたりの距離の概算 米澤穂信 角川書店 

28 1 回で受かる!基本情報技術者合格テキスト '17

年版春期/秋期 

原寿雄 成美堂出版 

29 基本情報技術者パーフェクトラーニング過去問題集 

平成 29年度 春期 

西田明雄 技術評論社 

30 応用情報技術者パーフェクトラーニング過去問題集 

平成 29年度 春期 

加藤昭, 芦屋広太, 矢野龍王 技術評論社 
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 書名 著者名 出版社 

31 やさしい応用情報技術者講座 2017年版 高橋麻奈 SBクリエイティブ 

32 応用情報技術者過去問題集 平成 29年度春期・

秋期 

五十嵐聡 インプレス 

33 IT パスポート最速合格術 改訂 3版 西俊明 技術評論社 

34 詳解 ITパスポート過去問題集 '17年版 滝口直樹 成美堂出版 

35 日本語総まとめ N3文法 佐々木仁子, 松本紀子 アスク出版 

36 日本語総まとめ N3漢字 佐々木仁子, 松本紀子 アスク出版 

37 犬の報酬 堂場瞬一 中央公論新社 

38 青い服の女 (新・御宿かわせみ〔7〕) 平岩弓枝 文芸春秋 

39 嫁をやめる日 垣谷美雨 中央公論新社 

40 この嘘がばれないうちに 川口俊和 サンマーク出版 

41 出会いなおし 森絵都 文芸春秋 

42 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 新潮社 

43 たとえ明日、世界が滅びても今日、僕はリンゴの

木を植える 

滝森古都 SBクリエイティブ 

44 松ノ内家の居候 瀧羽麻子 中央公論新社 

45 進化計算 (ニューロエボリューション) と深層

学習 (ディープラーニング) 

伊庭斉志 オーム社 

46 人工知能は私たちの生活をどう変えるのか 水野操 青春出版社 

47 人工知能が変える仕事の未来 野村直之 日本経済新聞出版社 

48 AI 人工知能知るほどに驚き!の話 ライフ・サイエンス研究班

(編) 

河出書房新社 

49 トコトンやさしい人工知能の本 産業技術総合研究所人工知能

研究   センター(編) 

日刊工業新聞社 

50 はじめての深層学習 (ディープラーニング) プ

ログラミング 

清水亮 技術評論社 

51 イラストで学ぶ人工知能概論 谷口忠大 講談社 

52 60 分でわかる!VRビジネス最前線 VRビジネス研究会 技術評論社 

53 第四次産業革命 西村康稔 ワニブックス 

54 VRビジネスの衝撃 : 「仮想世界」が巨大マネーを生む 新清士 NHK出版 

55 これだけ!組み込みシステム 藤広哲也 秀和システム 

56 グラフィックデザイン : Illustrator & Photoshop デジタルハリウッド 技術評論社 

57 人工知能を超える人間の強みとは 奈良潤 技術評論社 

58 2020年、人工知能は車を運転するのか 西村直人 インプレス 

59 Arduinoをはじめよう 第 3 版 Massimo Banzi, Michael Shiloh オライリー・ジャパン 

60 たのしくできる Arduino電子制御 牧野浩二 東京電機大学出版局 



 

 

 

 

 書名 著者名 出版社 

61 IoT デバイス設計・実装 : AVRマイコンと Python

ではじめよう 

武藤佳恭 オーム社 

62 ロボット技術ガイドブック I/O編集部(編) 工学社 

63 ロボット解体新書 神崎洋治(編著) SBクリエイティブ 

64 誰でも作れるセンサロボット 熊谷文宏 オーム社 

65 グラフィックデザイン基礎講座 大里浩二(監修) 玄光社 

66 サヨナラノオト : ブラバンガールズの約束 オザワ部長 学研プラス 

67 世界を変えたアメリカ大統領の演説 井上泰浩 講談社 

68 知恵を磨く方法 林周二 ダイヤモンド社 

69 正しいコピペのすすめ 宮武久佳 岩波書店 

70 グローバル・ジャーナリズム 澤康臣 岩波書店 

71 文系が 20年後も生き残るためにいますべきこと 岩崎日出俊 イースト・プレス 

72 お坊さんに聞く 108の智慧 田中ひろみ 
京都造形芸術大学東北芸術

工科大学出版局藝術学舎 

73 列島を翔ける平安武士 : 九州・京都・東国 野口実 吉川弘文館 

74 日本の近代とは何であったか 三谷太一郎 岩波書店 

75 シリア情勢 青山弘之 岩波書店 

76 沖縄を売った男 竹中明洋 扶桑社 

77 中国のフロンティア 川島真 岩波書店 

78 財政から読みとく日本社会 井手英策 岩波書店 

79 モラルの起源 亀田達也 岩波書店 

80 知らないと恥ずかしい!おとなのマナー図鑑 トキオ・ナレッジ 宝島社 

81 きらめくチャンスをつかまえて! : 理工系は女性

の可能性を広げる 

小舘香椎子，小舘尚文 アドスリー 

82 圧縮性流体力学・衝撃波 佐宗章弘 コロナ社 

83 12 時前にランチを食べれば太らない。 蓮水カノン* 幻冬舎 

84 橋梁工学 第 3版 宮本裕著者代表 技報堂出版 

85 世界の美しい名建築の図鑑 パトリック・ディロン(文) 

スティーヴン・ビースティー(画) 

エクスナレッジ 

86 未来をつくる建築 100 (TED books) マーク・クシュナー 朝日出版社 

87 死ぬまでに見ておくべき 100 の建築   マガジンハウス 

88 リアルイラストでスラスラわかる建築基準法 

(建築知識の本 02) 

ユーディーアイ確認検査 エクスナレッジ 

89 建築学 (理工系の基礎) 建築学編集委員会(編) 丸善出版 

90 江戸城の全貌 萩原さちこ さくら舎 



 

 

 

 

 

 

 
 

 書名 著者名 出版社 

91 天主堂建築のパイオニア・鉄川與助 喜田信代 日貿出版社 

92 意匠設計者でもスラスラわかる建築 2次部材の構

造計算 

山本満，四井茂一 彰国社 

93 世界 10000年の名作住宅   エクスナレッジ 

94 ワンランク上の上質な住まいをつくる方法  (建

築知識の本 01) 

  エクスナレッジ 

95 ハ.ウ.ス. イラストで知る世界の名建築 アレクサンドラ・ミジェリンス

カ, ダニエル・ミジェリンスキ 

グラフィック社 

96 エレクトロニクスのための回路理論 作田幸憲，今池健，永田知子 コロナ社 

97 電通の深層 大下英治 イースト・プレス 

98 JAL の現場力 金子寛人 日経 BP社 

99 『レ・ミゼラブル』の世界 西永良成 岩波書店 

リストの本は３F・新着本コーナーに一定期間並べています。 
 

場所がわからない、棚を探してもみあたらないなど 
わからないことはお気軽にカウンターまでお尋ねください。 
 

貸出中の場合はカウンターorマイライブラリから予約できます。 


