
 

  書名 著者名 出版者 

1 百年泥         ★第 158回芥川賞 石井遊佳 新潮社 

2 おらおらでひとりいぐも ★第 158回芥川賞  河出書房新社 

3 銀河鉄道の父      ★第 158回直木賞 門井慶喜 講談社 

4 崩れる脳を抱きしめて  ✿本屋大賞 2018ノミネート作 知念実希人 実業之日本社 

5 たゆたえども沈まず   ✿本屋大賞 2018ノミネート作 原田マハ 幻冬舎 

6 屍人荘の殺人      ✿本屋大賞 2018ノミネート作 今村昌弘 東京創元社 

7 星の子         ✿本屋大賞 2018ノミネート作 今村夏子 朝日新聞出版 

8 AX           ✿本屋大賞 2018ノミネート作 伊坂幸太郎 KADOKAWA 

9 騙し絵の牙       ✿本屋大賞 2018ノミネート作 塩田武士 KADOKAWA 

10 盤上の向日葵      ✿本屋大賞 2018ノミネート作 柚月裕子 中央公論新社 

11 おもかげ 浅田次郎 毎日新聞出版 

12 深層学習 麻生英樹 [ほか] 近代科学社 

13 トマス・アクィナス 山本芳久 岩波書店 

14 語る歴史、聞く歴史 大門正克 岩波書店 

15 世界の国旗・国章歴史大図鑑 苅安望 山川出版社 

16 榎本武揚と明治維新 黒瀧秀久 岩波書店 

17 治安維持法と共謀罪 内田博文 岩波書店 

18 投資なんか、おやめなさい 荻原博子 新潮社 

19 義経伝説と為朝伝説 原田信男 岩波書店 

20 科学者と軍事研究 池内了 岩波書店 

 

国旗からその国の歴史がわかる！ 

 
 
 

2018 年 2月 の 新 着 図 書 

 
 



 

  書名 著者名 出版者 

21 プロローグ●神秘の巨大ネットワーク 第 1 集●“腎臓"が寿命を決め

る (人体〜神秘の巨大ネットワーク〜 : NHKスペシャル 1)  

  東京書籍 

22 本質を理解しながら学ぶ建築数理 猪岡達夫ほか 丸善出版 

23 図説やさしい建築設備 伏見建, 朴賛弼 学芸出版社 

24 原子力規制委員会 新藤宗幸 岩波書店 

25 プロジェクションマッピングの教科書 田中健司 C&R研究所 

26 広辞苑 第 7版 : [セット] 新村出(編) 岩波書店 

27 これが本当の SPI3だ! : テストセンター対応 2019年度版 SPIノートの会, 津田秀樹(編著) 洋泉社 

28 最新!SPI3完全版 2020年度版 柳本新二 高橋書店 

29 7日でできる!SPI「頻出」問題集 '20 就職対策研究会(編) 高橋書店 

30 7日でできる!SPI必勝トレーニング 2020年度版 就職対策研究会(編) 高橋書店 

31 内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR : 

完全版 [2020年度版] 

坂本直文 高橋書店 

32 わかる!!わかる!!わかる!!面接&エントリーシート：就活 '20年度版   新星出版社 

33 イッキに内定!面接&エントリーシート一問一答 2020年度版 坂本直文 高橋書店 

34 一問一答!一般常識問題集 2020年度版 木村正男 高橋書店 

35 7日でできる!一問一答一般常識「頻出」問題集 '20 小林公夫 高橋書店 

36 一般常識&最新時事一問一答「頻出 1500問」 2020年度版 角倉裕之 高橋書店 

37 棋士と AI 王銘琬 岩波書店 

38 サイバー攻撃 中島明日香 講談社 

39 己を、奮い立たせる言葉。 岸勇希 幻冬舎 

40 武田邦彦の科学的人生論 : ホンマでっか!? 武田邦彦 飯塚書店 

 

 
 
 

就活対策本 
多数入荷！ 

著者の人生論を大公開 

実例をもとにわかりやすく解説 



 書名 著者名 出版者 

41 イスラーム主義 末近浩太 岩波書店 

42 王政復古 久住真也 講談社 

43 内村鑑三 若松英輔 岩波書店 

44 ガンディー 竹中千春 岩波書店 

45 9.11後の現代史 酒井啓子 講談社 

46 自民党秘史 岡崎守恭 講談社 

47 マルクス資本論の哲学 熊野純彦 岩波書店 

48 新・日本の階級社会 橋本健二 講談社 

49 保育園は誰のもの 普光院亜紀 岩波書店 

50 教えることは学ぶこと 小田尚子 アルク 

51 近代日本一五〇年 山本義隆 岩波書店 

52 プログラマの数学 第 2版 結城浩 SBクリエイティブ 

53 ひらめきを生む「算数」思考術 安藤久雄 講談社 

54 方程式のガロア群 金重明 講談社 

55 技術者のための基礎解析学 中井悦司 翔泳社 

56 Rで楽しむベイズ統計入門 奥村晴彦, 牧山幸史, 瓜生真也 技術評論社 

57 くらしに役立つ栄養学 新出真理監修 ナツメ社 

58 森林バイオマスの恵み 松村幸彦, 吉岡拓如, 山崎亨史 コロナ社 

59 技術の街道をゆく 畑村洋太郎 岩波書店 

60 すぐわかる応用計画数学 秋山孝正編著ほか コロナ社 

61 えっ!そうなの?!私たちを包み込む化学物質 浦野紘平, 浦野真弥 コロナ社 

62 日本の伝統 : 発酵の科学 中島春紫 講談社 

63 知っておきたい単位の知識 伊藤幸夫, 寒川陽美   

64 茶と琉球人 武井弘一 SBクリエイティブ 

健康は正しい知識と栄養から 

キーワードは現地・現物・現場 

子どもにとって最良の保育とは？ 



 

 

 

●学生用推薦図書 
【共通】※３F・学生用推薦図書コーナーに並べています。 

 

 書名 著者名 出版者 

65 マーケティングをつかむ 新版 黒岩健一郎, 水越康介 有斐閣 

66 はじめての研究レポート作成術 沼崎一郎 岩波書店 

67 書いて覚えるはじめてのフォニックス 齋藤留美子, 齋藤了 ナツメ社 

68 ペンの力 浅田次郎, 吉岡忍 集英社 

69 こんな生き方もある 佐藤愛子 KADOKAWA 

 書名 著者名 出版者 

1 ポスト真実」の時代 : 「信じたいウソ」が「事実」に勝る世界をどう生き抜くか 田大介, 日比嘉高 祥伝社 

2 大人のための社会科 井手英策 [ほか] 有斐閣 

3 これだけは知っておきたい沖縄フェイク偽の見破り方 琉球新報社編集局編著 高文研 

4 信じてはいけない : 民主主義を壊すフェイクニュースの正体 平和博 朝日新聞出版 

5 アカデミック・スキル入門 伊藤奈賀子, 富原一哉編 有斐閣 

6 これってホント!?誤解だらけの沖縄基地 沖縄タイムス社編集局(編著) 高文研 

英語の発音がレベルアップ！？ 

 
 
 
 


