
       

  書名 著者名 出版者 

1 オランダ宿の娘 葉室麟 早川書房 

2 民王 池井戸潤 文藝春秋 

3 その可能性はすでに考えた 井上真偽 講談社 

4 立身いたしたく候 梶よう子 講談社 

5 さいごの毛布 近藤史恵 KADOKAWA 

6 うちのご近所さん 群ようこ KADOKAWA 

7 カラー図解 Raspberry Piではじめる機械学習 金丸隆志 講談社 

8 エンジニアを説明上手にする本 開米瑞浩 翔泳社 

9 インド哲学 10講 赤松明彦 岩波書店 

10 マーティン・ルーサー・キング 黒崎真 岩波書店 

11 世界まちかど地政学 藻谷浩介著 毎日新聞出版 

12 ライシテから読む現代フランス 伊達聖伸 岩波書店 

13 「北朝鮮の脅威」のカラクリ 半田滋 岩波書店 

14 司法の現場で働きたい! 打越さく良,佐藤倫子(編) 岩波書店 

15 お金 2.0 : 新しい経済のルールと生き方 佐藤航陽 幻冬舎 

16 プライベートバンカー驚異の資産運用砲 杉山智一 講談社 

17 日本の財政を考える 馬場義久 [ほか] 有斐閣 

18 なぜ環境保全はうまくいかないのか 宮内泰介(編) 新泉社 

19 職業の経済学 阿部正浩, 菅万理, 勇上和史(編著) 中央経済社 

20 上司の「いじり」が許せない 中野円佳 講談社 

21 裁量労働制はなぜ危険か 今野晴貴, 島崎量 岩波書店 

 
 
 

2018 年 4月 の 新 着 図 書 

 
 総理と息子の非常事態発生！？ 

飼い犬たちの最期を看取ります 

世界経済がわかる旅行記 

身近な職業の仕事内容と賃金を知ろう 



  書名 著者名 出版者 

22 22 歳が見た、聞いた、考えた「被災者のニーズ」と「居住の権利」 市川英恵(著) クリエイツかもがわ 

23 3.11を心に刻んで 2018 岩波書店編集部編 岩波書店 

24 子ども格差の経済学 橘木俊詔 東洋経済新報社 

25 アクティブラーニング : 学校教育の理想と現実 小針誠 講談社 

26 埼玉県立浦和高校 : 人生力を伸ばす浦高の極意 佐藤優, 杉山剛士 講談社 

27 生物学の基礎はことわざにあり 杉本正信 岩波書店 

28 鳥!驚異の知能 ジェニファー・アッカーマン著/鍛原多惠子訳 講談社 

29 病院スタッフのための英会話 聖路加国際大学(編集) 診断と治療社 

30 現場ですぐに役立つ!実践メディカル英会話 山田千夏, 山田貞子 メディカ出版 

31 症状を知り、病気を探る : 病理医ヤンデル先生が「わかりやすく」語る 市原真 照林社 

32 香害 岡田幹治 金曜日 

33 「おいしさ」の科学 佐藤成美 講談社 

34 世界を救った日本の薬 塚崎朝子 講談社 

35 3日でわかる「AutoCAD」実務のキホン 土肥美波子 オーム社 

36 図面の描き方がやさしくわかる本 西村仁 日本能率協会マネジメントセンター 

37 図面の読み方がやさしくわかる本 西村仁 日本能率協会マネジメントセンター 

38 やさしく学ぶ SketchUp Obra Club エクスナレッジ 

39 エンジニアのためのデザイン思考入門 東京工業大学エンジニアリングデザインプロジェクト [ほか] 翔泳社 

40 QCストーリーと QC七つ道具 内田治, 吉富公彦 日本能率協会マネジメントセンター 

41 生産管理の基本 富野貴弘 日本実業出版社 

42 トコトンやさしいトンネルの本 土門剛, 三浦基弘 日刊工業新聞社 

43 スラスラ構造計算スーパー略算法 リニューアル版 JSD エクスナレッジ 

44 窓と建築をめぐる 50のはなし   エクスナレッジ 

45 住宅エクステリアのパース・スケッチ・プレゼンが上達する本 松下高弘, エムデザインファクトリー 彰国社 

 
 

2020年教育改革の先にあるもの 

最新技術とこれからの維持管理 

食材のおいしさはどこから来るのか分析 



  書名 著者名 出版者 

46 図説英国のインテリア史 トレヴァー・ヨーク マール社 

47 機械設計ここまでわかれば「一人前」 鈴木良之編著 日刊工業新聞社 

48 文系でもわかる電気回路 第 2版 山下明 翔泳社 

49 地図から消される街 : 3.11後の「言ってはいけない真実」 青木美希 講談社 

50 骨格診断とパーソナルカラー診断で見つける似合う服の法則 森本のり子 日本文芸社 

51 知識ゼロからわかる物流の基本 刈屋大輔 ソシム 

52 デザイン。知らないと困る現場の新・100のルール MdN編集部編 エムディエヌコーポレーション 

53 家族戦争 西舘好子 幻冬舎 

54 文豪たちが書いた「猫」の名作短編集 彩図社文芸部(編纂) 彩図社 

55 身辺整理、わたしのやり方 曽野綾子 興陽館 

56 こういう旅はもう二度としないだろう 銀色夏生 幻冬舎 

57 東京 '19 (まっぷるマガジン 07. 関東)   昭文社 

58 スッキリわかる建設業経理士 2級 [2017] 滝澤ななみ TAC株式会社出版事業部 

59 長崎市 2(北部) : 201708 (ゼンリン住宅地図. 長崎県)   ゼンリン 

60 長崎市 3(南部) : 201708 (ゼンリン住宅地図. 長崎県)   ゼンリン 

 

 

 
 
 
 

まずはチェックシートで自分のレベルを確認！ 

猫好きにはたまらない 1冊💛 

最新版！貸出はできません。 

新学期スタート！ 


