
2018年 1月 の 新 着 図 書 
  書名 著者名 出版者 

1 知能情報工学入門 前田陽一郎 日新出版 

2 スノーデンが語る「共謀罪」後の日本 軍司泰史 岩波書店 

3 入門ガイダンス経営科学・経営工学 第 2版 古殿幸雄 中央経済社 

4 教職入門 : 概論 : active learningの視点から 梨木昭平 三恵社 

5 アブストラクトで学ぶ理系英語 : 構造図解 50 斎藤恭一, 梅野太輔 朝倉書店 

6 工科系学生のための線形代数 橋本義武 培風館 

7 徹底入門解析学 梅田亨 日本評論社 

8 測度・確率・ルベーグ積分 原啓介 講談社 

9 トコトンやさしい熱力学の本 久保田浪之介 日刊工業新聞社 

10 計測工学 高偉 [ほか] 朝倉書店 

11 楽しく学ぶ材料力学 成田史生, 森本卓也, 村澤剛 朝倉書店 

12 実践耐震工学 第 2版 大塚久哲 共立出版 

13 環境の科学 新版 中田昌宏, 笠嶋義夫 三共出版 

14 企業と人とのあいだから (環境法の考えかた 2)  六車明 慶應義塾大学出版会 

15 構造・構築・建築 : 佐々木睦朗の構造ヴィジョン 佐々木睦朗 [ほか] LIXIL出版 

16 図説やさしい構造力学 改訂版 浅野清昭 学芸出版社 

17 機械設計技術者のための 4大力学 廣井徹麿 [ほか] 日本理工出版会 

18 材料力学と材料強度学 上辻靖智, 上田整, 西川出 養賢堂 

19 機械設計技術者のための基礎知識 9 版 機械設計技術者試験研究会(編) 日本理工出版会 

20 電気回路と伝送線路の基礎 阿部真之, 土岐博 丸善出版 

 

 
 
 

読解力 UP！英語論文の要旨から学ぼう 

二級建築士試験に対応した練習問題あり 



 

  書名 著者名 出版者 

21 電気電子回路基礎 山本伸一(編著) 電気書院 

22 電磁エネルギー変換工学 (電気・電子工学基礎シリーズ 2) 松木英敏, 一ノ倉理 朝倉書店 

23 絵とき電気設備の現場試験・測定テクニック 改訂 4版 竹内則春，熊谷文宏 オーム社 

24 通信システム工学 鈴木利則 コロナ社 

25 現代制御工学 : 基礎から応用へ 江上正, 土谷武士 産業図書 

26 はじめての半導体デバイス 執行直之 近代科学社 

27 トコトンやさしい電子部品の本 谷腰欣司 日刊工業新聞社 

28 トコトンやさしい船舶工学の本 池田良穂 日刊工業新聞社 

29 キャロリング 有川浩 幻冬舎 

30 悲嘆の門 （上・中・下） 宮部みゆき 新潮社 

31 図書館 100連発 岡本真, ふじたまさえ 青弓社 

32 世界神話学入門 後藤明 講談社 

33 Shoe dog : 靴にすべてを。 フィル・ナイト 東洋経済新報社 

34 保守の真髄 : 老酔狂で語る文明の紊乱 西部邁 講談社 

35 御社の働き方改革、ここが間違ってます! 白河桃子 PHP研究所 

36 ユマニチュード入門 本田美和子 医学書院 

37 大学大倒産時代 木村誠 朝日新聞出版 

38 理系のための微分・積分復習帳 竹内淳 講談社 

39 ペンローズのねじれた四次元 増補新版 竹内薫 講談社 

40 我々はなぜ我々だけなのか : アジアから消えた多様な「人類」たち 川端裕人 講談社 

41 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社 

42 老人の取扱説明書 平松類 SBクリエイティブ 

43 その調理、9割の栄養捨ててます!  東京慈恵会医科大学附属病院栄養部監修 世界文化社 

あのブランドの誕生秘話 

認知症ケアの新しい技法 

ちょっとのコツで取れる栄養素アップ！ 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 書名 著者名 出版者 

44 時計の科学 : 人と時間の 5000年の歴史 織田一朗 講談社 

45 核兵器と原発 : 日本が抱える「核」のジレンマ 鈴木達治郎 講談社 

46 船舶通信の基礎知識 2訂版 鈴木治 成山堂書店 

47 世界一美味しい煮卵の作り方 はらぺこグリズリー 光文社 

48 重ねて煮るだけ!おいしいおかず 牛尾理恵 学研プラス 

49 炎の牛肉教室! 山本謙治 講談社 

50 アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 スティーブン E. ルーカス SBクリエイティブ 

51 書くべきネタが思いつく看護医療系小論文頻出テーマ 15 箕曲在弘(著)/中経出版(編集) KADOKAWA 

52 夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった 谷川俊太郎 青土社 

53 ふたご 藤崎彩織 文藝春秋 

54 女の子のことばかり考えていたら、1年が経っていた。 東山彰良 講談社 

55 百貨の魔法 村山早紀 ポプラ社 

56 キラキラ共和国 (ツバキ文具店) 小川糸 幻冬舎 

57 さなとりょう 谷治宇 太田出版 

58 妻に捧げた 1778話 眉村卓 新潮社 

 
 
 
 

作りたい！簡単レシピ 100 

伝え方が劇的に変わる…！？ 


