
 

 

 書名 著者名 出版社 

1 狩人の悪夢 有栖川有栖 KADOKAWA 

2 がん消滅の罠  完全寛解の謎 岩木一麻 宝島社 

3 実戦で役立つ C#プログラミングのイディオム/定

石&パターン 

出井秀行 技術評論社 

4 はじめての PythonAIプログラミング 金城俊哉 秀和システム 

5 プログラミングは最強のビジネススキルである 松林弘治(著)・ドワンゴ(監修) KADOKAWA 

6 楽しく学ぶアルゴリズムとプログラミングの図鑑 森巧尚(作)・まつむらまきお(絵) マイナビ出版 

7 これからはじめるプログラミング 谷尻かおり 技術評論社 

8 関数型プログラミングの基礎 立川察理 リックテレコム 

9 プログラミング入門講座 米田昌悟 SBクリエイティブ 

10 伝えることから始めよう 高田明 東洋経済新報社 

11 図解によるわかりやすい流体力学 中林功一, 山口健二 森北出版 

12 学生のための現代公衆衛生 改訂 7版 野中浩一(編著) 南山堂 

13 伝熱工学 改訂・新装版 一色尚次, 北山直方 森北出版 

14 図解ゼロからわかる材料力学 小峯龍男 技術評論社 

15 現場で役立つ金属材料の基本と仕組み 大澤直 秀和システム 

16 建築材料 第 2版 橘高義典, 小山明男, 中村成春 市ケ谷出版社 

17 中大規模木造建築物の構造設計の手引き 稲山正弘 彰国社 

18 建築構造設計 第 2版 宮下真一, 藤田香織 市ケ谷出版社 

19 初心者のための機械製図 第 4版 植松育三, 高谷芳明 森北出版 

20 飛行力学 嶋田有三, 佐々修一 森北出版 

21 ここからはじめる制御工学 章菲菲 成山堂書店 

22 帆船日本丸・海王丸を知る 航海訓練所(編著) 成山堂書店 

23 これだけ!溶接 野原英孝 秀和システム 

24 大人に刺さる園児の名言 東邦出版編集部(編) 東邦出版 

25 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 

26 かんたん合格 IT パスポート過去問題集 平成 29

年度春期 

間久保恭子 インプレス 

27 かんたん合格基本情報技術者過去問題集 平成 29

年度春期 

ノマド・ワークス インプレス 

28 電験二種二次試験「機械・制御」精選問題 改訂 2 版 大島輝夫 オーム社 

29 電験二種二次試験「電力・管理」精選問題 改訂 2 版 大嶋輝夫 オーム社 

30 電験三種実戦 10年問題集 2017年版 新電気編集部(編) オーム社 

31 U-CAN の第二種電気工事士筆記試験厳選過去問題

集 2017年版 

ユーキャン電気工事士試験研

究会(編) 

ユーキャン学び出版 

32 エネルギー管理士〈電気分野〉過去問題集   オーム社 
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 書名 著者名 出版社 

33 エネルギー管理士「熱分野」過去問題集 オーム社(編) オーム社 

34 徹底解説 1次試験インテリアコーディネータ

ー資格試験問題 
  産業能率大学出版部 

35 経済用語図鑑 花岡幸子(著)，浜畠かのう(イラスト) WAVE出版 

36 世界一やさしい経済の教科書 1年生 小宮一慶 ソーテック社 

37 経済のニュースがよくわかる本 日本経済編 細野真宏 小学館 

38 大学 4年間の経済学が 10時間でざっと学べる 井堀利宏 KADOKAWA 

39 高校生からわかるマクロ・ミクロ経済学 菅原晃 河出書房新社 

40 会社に入る前に知っておきたいこれだけ経済学 坪井賢一 ダイヤモンド社 

41 学校では教えてくれない経済学の授業 吉本佳生 PHPエディターズ・グループ 

42 「原因と結果」の経済学 中室牧子，津川友介 ダイヤモンド社 

43 楕円思考で考える経営の哲学 常盤文克 日本能率協会マネジメントセンター 

44 ゼミナール経営学入門 第 3 版 伊丹敬之，加護野忠男 日本経済新聞社 

45 経営の経済学 第 3版 丸山雅祥 有斐閣 

46 大学 4年間の経営学が 10時間でざっと学べる 高橋伸夫 KADOKAWA 

47 カルロス・ゴーンの経営論 太田正孝，池上重輔(編著) 日本経済新聞出版社 

48 佐賀の注目 21社 永島順子 ダイヤモンド社 

49 世界が称賛する日本の経営 伊勢雅臣 扶桑社 

50 経営戦略を見る目と考える力を養う 今枝昌宏 東洋経済新報社 

51 小さな会社の稼ぐ技術 栢野克己 日経 BP社 

52 3.11を心に刻んで 2017 岩波書店編集部(編) 岩波書店 

53 わかりやすい生化学 第 5版 斉藤邦明(編) ヌーヴェルヒロカワ 

54 人生を変えるドラッカー 吉田麻子 ダイヤモンド社 

55 アルバート、故郷に帰る ホーマー・ヒッカム ハーパーコリンズ・ジャパン 

56 僕らが毎日やっている最強の読み方 池上彰, 佐藤優 東洋経済新報社 

57 日本経済時事ドリル  ビジュアル解説 日本経済新聞社(編) 日本経済新聞出版社 

58 マンガ経営戦略全史 (革新篇，確立篇) 三谷宏治 PHP研究所 

59 長崎の注目 20 藤村美穂 ダイヤモンド社 

60 お父さんが教える 13歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ 日本経済新聞出版社 

61 トコトンやさしい異常気象の本 日本気象協会(編) 日刊工業新聞社 

62 正しく知る地球温暖化 赤祖父俊一 誠文堂新光社 

63 気候 変動し続ける地球環境 Mark Maslin 丸善出版 

64 海と環境の図鑑 ジョン・ファーンドン 河出書房新社 

65 水の科学 清田佳美 オーム社 

66 人体の構造と機能/臨床栄養学 1，2，3  第 2版 医療情報科学研究所(編) メディックメディア 

67 基礎栄養学/応用栄養学 医療情報科学研究所(編) メディックメディア 

68 実践で学ぶ女子栄養大学のバランスのよい食事法 川端輝江(編) 女子栄養大学出版部 



 

 書名 著者名 出版社 

69 日本人の食事摂取基準 厚生労働省策定 2015 年版 第一出版編集部(編) 第一出版 

70 栄養学の基本 : オールカラー (運動・からだ図解) 渡邊昌監修 マイナビ出版 

71 都市環境学 第 2版 都市環境学教材編集委員会(編) 森北出版 

72 環境経済学をつかむ 第 3版 栗山浩一, 馬奈木俊介 有斐閣 

73 環境・CSRキーワード事典 日経エコロジー(編) 日経 BP社 

74 トコトンやさしい環境汚染の本 大岩敏男 [ほか] 日刊工業新聞社 

75 環境工学 新訂 岡田光正(編著) 放送大学教育振興会 

76 入門テキスト環境とエネルギーの経済学 大守隆 東洋経済新報社 

77 エンジニアのための環境エキスパート検定公式

ガイドブック 
コンピュータ教育振興協会 日経 BP社 

78 環境法 北村喜宣著 有斐閣 

79 環境破壊図鑑 藤原幸一 ポプラ社 

80 地球環境と人類史  最新研究で読む 石弘之 洋泉社 

81 最新図解 PM2.5と大気汚染がわかる本 饒村曜 オーム社 

82 最新図解 PM2.5と大気汚染がわかる本 饒村曜 オーム社 

83 基礎からわかる大気汚染防止技術 タクマ環境技術研究会(編) オーム社 

84 よくわかる水環境と水質 武田育郎 オーム社 

85 環境デザインの授業 中村勉[ほか] エクスナレッジ 

86 公害・環境問題と東電福島原発事故 畑明郎(編著) 本の泉社 

リストの本は３F・新着本コーナーに一定期間配架しています。 
 

場所がわからない、棚を探しても本が見つからないなど、 
ご不明な点はご遠慮なくカウンターへお尋ねください。 

 
貸出中の資料はカウンターもしくはマイライブラリから予約ができます。 


