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  書名 著者名 出版者 

1 60分でわかる!機械学習&ディープラーニング超入門 機械学習研究会 技術評論社 

2 人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか? 山本一成 ダイヤモンド社 

3 長崎 : 記憶の風景とその表象 葉柳和則(編著) 晃洋書房 

4 ハプスブルク帝国 岩崎周一 講談社 

5 山本七平の思想 : 日本教と天皇制の 70年 東谷暁 講談社 

6 はじめての人のための 3000円投資生活 横山光昭 アスコム 

7 町を住みこなす : 超高齢社会の居場所づくり 大月敏雄 岩波書店 

8 自死は、向き合える : 遺族を支える、社会で防ぐ 杉山春 岩波書店 

9 経済的徴兵制をぶっ潰せ! : 戦争と学生 雨宮処凛 [ほか] 岩波書店 

10 「ひとり死」時代のお葬式とお墓 小谷みどり 岩波書店 

11 ニッポンの奇祭 小林紀晴 講談社 

12 知ってはいけない : 隠された日本支配の構造 矢部宏治 講談社 

13 元素 118の新知識 桜井弘(編) 講談社 

14 重力波で見える宇宙のはじまり ピエール・ベネトリュイ 講談社 

15 系統樹や生態から見た進化(カラー図解進化の教科書:第 3巻) カール・ジンマー, ダグラス・J・エムレン 講談社 

16 睡眠の科学  改訂新版 櫻井武 講談社 

17 臨床工学技士のための生体計測装置学 西村生哉，三田村好矩 コロナ社 

18 見るだけで分かる!建築基準法入門  最新法改正対応版 

(建築知識. 法規シリーズ 2) 

関田保行 エクスナレッジ 

19 建築設計学講義 岡河貢 鹿島出版会 

20 オープン CAEで学ぶ構造解析入門 : DEXCS-WinXistrの活用 柴田良一 朝倉書店 

貸出中の場合はカウンタ―もしくはマイライブラリから予約ができます！ 
 
 
 



 

  書名 著者名 出版者 

21 電気自動車工学 第 2版 廣田幸嗣,小笠原悟司(編著) 森北出版 

22 例題で学ぶはじめての電磁気 臼田昭司, 井上祥史 技術評論社 

23 やってはいけないデザイン 平本久美子 翔泳社 

24 ストロベリーライフ 荻原浩 毎日新聞出版 

25 こびとが打ち上げた小さなボール チョ・セヒ 河出書房新社 

26 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト, アリスン・マギー あすなろ書房 

27 地方上級教養試験過去問 500 2018年度版 資格試験研究会(編) 実務教育出版 

28 畑中敦子の数的推理の大革命! (公務員試験/専任講師シリーズ) 畑中敦子 東京リーガルマインド 

29 人工知能 : AIの基礎から知的探索へ 趙強福, 樋口龍雄 共立出版 

30 坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる本 坂本真樹 オーム社 

31 日本文化をよむ : 5つのキーワード 藤田正勝 岩波書店 

32 「自粛社会」をのりこえる : 「慰安婦」写真展中止事件と「表現の自由」 安世鴻, 李春煕, 岡本有佳(編) 岩波書店 

33 メディアに操作される憲法改正国民投票 本間龍 岩波書店 

34 マンガでわかる!誰とでも 15分以上会話がとぎれない!話し方 野口敏(著)/maki(作画)/               

酒井だんごむし(シナリオ) 

すばる舎 

35 マンボウのひみつ 澤井悦郎 岩波書店 

36 第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶ法規 改訂 2版 吉村和昭 オーム社 

37 第一級陸上無線技術士試験やさしく学ぶ無線工学の基礎 改訂 2版 吉川忠久 オーム社 

38 日本の優れたサービス : 選ばれ続ける 6つのポイント 松井拓己, 樋口陽平 生産性出版 

39 アリ対猪木 : アメリカから見た世界格闘史の特異点 ジョシュ・グロス(著)/ 棚橋志行(訳) 亜紀書房 

40 マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一

生モノの文章術 

前田安正 大和書房 

 
貸出中の場合はカウンタ―もしくはマイライブラリから予約ができます！ 
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41 難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてください! スティーブ・ソレイシィ, 大橋弘祐 文響社 

42 漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山慶太 岩波書店 

43 一茶の相続争い : 北国街道柏原宿訴訟始末 高橋敏 岩波書店 

44 中原中也 : 沈黙の音楽 佐々木幹郎 岩波書店 

45 かのひと : 超訳世界恋愛詩集 菅原敏 東京新聞 

46 アイネクライネナハトムジーク (幻冬舎文庫) 伊坂幸太郎 幻冬舎 

47 この世の春 （上・下） 宮部みゆき 新潮社 

48 地方上級教養試験過去問 500 2018年度版  資格試験研究会(編) 実務教育出版 

49 畑中敦子の数的推理の大革命!(公務員試験/専任講師シリーズ) 畑中敦子 東京リーガルマインド 

50 これなら受かる電気通信主任技術者試験  法規 改訂 2版 オーム社(編) オーム社 

51 これなら受かる電気通信主任技術者試験 伝送交換設備及び設備管理 オーム社(編) オーム社 

52 電気通信主任技術者試験全問題解答集 第 1種第 2種線路  

16-17年版. 1共通編 

電気通信主任技術者試験研究会(編) 日本理工出版会 

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、棚を探してもみつからない場合は、ご遠慮なく 
カウンターへお尋ねください。 
 
貸出中の本は、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。 
 
 
 
 


