
 

  書名 著者名 出版者 

1 プログラミング言語図鑑 増井敏克 ソシム 

2 はじめての AI (エーアイ) プログラミング 小高知宏 オーム社 

3 コンピュータプログラムはどのように動くのか? 川俣晶 技術評論社 

4 道具としてのフーリエ解析 涌井良幸, 涌井貞美 日本実業出版社 

5 すぐわかる微分方程式 改訂版 石村園子 東京図書 

6 微分方程式概論 新訂版 神保秀一 数理工学社 

7 理工系のためのベクトル解析 中谷広正 [ほか] 東京図書 

8 Excelで学ぶ統計解析入門 : Excel2016/2013 対応版 菅民郎 オーム社 

9 コンピュータによる流体力学 J.H. ファーツィガー, M. ペリッチ 丸善 

10 いまさら流体力学? 新装復刊 (パリティブックス) 木田重雄 丸善出版 

11 スバラシク実力がつくと評判の熱力学キャンパス・ゼミ 改訂 3 馬場敬之 マセマ出版社 

12 いまさら電磁気学? 新装復刊 (パリティブックス) 青野修 丸善出版 

13 ベクトル解析の基礎から学ぶ電磁気学 浜松芳夫 森北出版 

14 電磁気学 第 2版 (物理学スーパーラーニングシリーズ) 佐川弘幸, 本間道雄 丸善出版 

15 異種接合材の材料力学と応力集中 野田尚昭 [ほか]  コロナ社 

16 材料力学入門 第 2版 (機械工学入門シリーズ) 堀野正俊 オーム社 

17 材料力学要論 18版 S. Timoshenko, D.H. Young コロナ社 

18 例題で身につける構造力学 車谷麻緒, 樫山和男 丸善出版 

19 再生可能エネルギー技術 藤井照重 [ほか] 森北出版 

20 最新再生エネビジネスがよ〜くわかる本 今村雅人 秀和システム 

21 図解よくわかるコンクリートの強度・耐久性と補修技術 明石雄一 日刊工業新聞社 

 
 
 

2018 年 3月 の 新 着 図 書 

 
 

力学的センスを磨こう 

プログラマー必読！ 

身近な現象から学ぼう！ 



  書名 著者名 出版者 

22 わかる構造力学 (I/O books) ハナダユキヒロ 工学社 

23 見てすぐつくれる建築模型の本 長沖充 彰国社 

24 材料力学 (機械系コアテキストシリーズ A-1) 渋谷陽二, 中谷彰宏 コロナ社 

25 流れ学 : 流体力学と流体機械の基礎 山田英巳, 濱川洋充, 田坂裕司 森北出版 

26 きちんと知りたい!軽自動車メカニズムの基礎知識 橋田卓也 日刊工業新聞社 

27 トコトンやさしい自動車エンジンの本 原田了 日刊工業新聞社 

28 きちんと知りたい!飛行機メカニズムの基礎知識 東野和幸編著 日刊工業新聞社 

29 電気応用とエネルギー環境 植月唯夫編著 コロナ社 

30 電力工学 改訂版 (電気・電子系教科書シリーズ 21) 江間敏, 甲斐隆章 コロナ社 

31 トコトンやさしい電気自動車の本 第 2版 廣田幸嗣 日刊工業新聞社 

32 ロボットと解析力学 (ロボティクスシリーズ 10) 有本卓, 田原健二 コロナ社 

33 イラストで学ぶロボット工学 木野仁 講談社 

34 電気電子システムのための制御工学 (電気学会大学講座) 佐々木清吾 電気学会/オーム社 (発売) 

35 例題で学ぶはじめての自動制御 臼田昭司 技術評論社 

36 電子工作パーフェクトガイド 伊藤尚未 誠文堂新光社 

37 図でよくわかる電子回路 田丸雅夫, 藤川孝編 コロナ社 

38 よくわかるパワーエレクトロニクス 森本雅之 森北出版 

39 船体関係図面の理解と利用 浅木健司 海文堂出版 

40 京都学派 菅原潤 講談社 

41 哲学の最新キーワードを読む 小川仁志 講談社 

42 核兵器を禁止する 新版 川崎哲 岩波書店 

43 統計ソフト「R」超入門 逸見功 講談社 

44 E=mc[2]のからくり 山田克哉 講談社 

45 最新ウイスキーの科学 古賀邦正 講談社 

 
 

古典力学の知識を基礎から復習 

建築学生、必携本！ 

オモシロ装置を作ろう！ 

核兵器禁止条約ができるまでと、成立後の課題とは 



  書名 著者名 出版者 

46 伝わる技術 : 力を引き出すコミュニケーション 風間八宏 講談社 

47 大手・人気企業突破 SPI3問題集 完全版 [2020年度版] SPI3対策研究所 高橋書店 

48 一冊で突破!SPI3&テストセンター 2019年入社用   成美堂出版 

49 無敵の SPI3 2019年版 (内定請負漫画『銀のアンカー』式) 三田紀房, SPI解法メソッド研究会監修 TAC株式会社出版事業部 

50 1 週間で極める!!基本の一般常識 Q&A 2020年度版   新星出版社 

51 出るとこだけ!一問一答一般常識&最新時事 [2020年度版] 小林公夫 高橋書店 

52 サクセス!一般常識&最新時事 2020年度版 翼学院 新星出版社 

53 ラクラク突破の 2級建築士スピード学習帳 2018   エクスナレッジ 

54 詳解 2級建築士過去 7年問題集 '18 年版 コンデックス情報研究所編著 成美堂出版 

55 日建学院 2級建築士要点整理と項目別ポイント問題 平成 30年度版 日建学院教材研究会編著 建築資料研究社 

56 IT パスポートのよくわかる教科書 平成 30年度     

57 IT パスポート試験対策テキスト&過去問題集 平成 30-31年度版 富士通エフ・オー・エム株式会社著制作 FOM出版 

58 イッキ!にわかる ITパスポートテキスト&問題演習 平成 30年度版 TAC情報処理講座編著 TAC株式会社出版事業部 

59 栢木先生の基本情報技術者教室 平成 30年度 栢木厚 技術評論社 

60 出るとこだけ!基本情報技術者 2018年版 矢沢久雄 翔泳社 

61 販売士 3級一発合格テキスト&問題集 第 3版 海光歩 翔泳社 

62 わかりやすい!甲種危険物取扱者試験 [大改訂版] 工藤政孝編著 弘文社 

63 沖縄 '19 (まっぷるマガジン)   昭文社 

64 福岡 : 博多・天神 '18 (まっぷるマガジン 02 九州)   昭文社 

65 佐賀 : 唐津・呼子・有田・伊万里 [2017] (まっぷるマガジン 03 九州)   昭文社 

66 長崎 ハウステンボス : 佐世保・五島 '18 (まっぷるマガジン 04 九州)   昭文社 

67 熊本・阿蘇 : 黒川温泉・天草 '18 (まっぷるマガジン 05 九州)   昭文社 

68 大分・別府 由布院 '18 (まっぷるマガジン 07 九州)   昭文社 

69 宮崎 高千穂 : 日南・霧島 '18 (まっぷるマガジン 09 九州)   昭文社 

 
 

就活、資格試験問

題集、多数入荷！ 

 

まっぷる最新版は新聞コーナーへ！ 
今年の旅行計画を立てよう♥ 
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70 鹿児島 : 指宿・霧島 '18 (まっぷるマガジン 10 九州)   昭文社 

71 京都・大阪・神戸 '18 (まっぷるマガジン 関西)   昭文社 

72 長崎・大村湾大絶景ガイド (Neko mook2616)    ネコ・パブリッシング 

73 ブラタモリ 1（長崎 金沢 鎌倉） NHK「ブラタモリ」制作班監修 KADOKAWA 

74 はなちゃんのみそ汁（DVD） 阿久根知昭脚本・監督 「はなちゃんのみそ汁」フィルムパートナーズ 

75 SCOOP!（DVD） 大根仁監督・脚本 テレビ朝日(発売) 

76 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 

（ブルーレイ） 

デイビッド・イェーツ監督         

J・K・ローリング原作・脚本 

ワーナー・ブラザース・ホームエンター 

テイメント (発売) 

77 オーパーツ死を招く至宝 蒼井碧 宝島社 

78 オリジン （上・下） ダン・ブラウン 角川書店 

79 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上和人 新潮社 

80 あるかしら書店 ヨシタケシンスケ ポプラ社 

81 その情報、本当ですか? : ネット時代のニュースの読み解き方 塚田祐之 岩波書店 

82 機械学習 : 新たな人工知能 エテム・アルペイディン 日本評論社 

83 決定版 AI人工知能 樋口晋也, 城塚音也 東洋経済新報社 

84 人工知能原理 (コンピュータサイエンス教科書シリーズ 12) 納政芳, 山田雅之, 遠藤守 コロナ社 

85 搭載!!人工知能 木村睦 電気書院 

86 最新図解で早わかり人工知能がまるごとわかる本 田口和裕, 森嶋良子 ソーテック社 

87 情報セキュリティマネジメントポケット攻略本 岡嶋裕史 技術評論社 

88 ベルルスコーニの時代 村上信一郎 岩波書店 

89 ナポレオン 杉本淑彦 岩波書店 

90 経済数学入門の入門 田中久稔 岩波書店 

91 官僚たちのアベノミクス 軽部謙介 岩波書店 

92 一生使える見やすい資料のデザイン入門 森重湧太 インプレス 

 
 
 

話題のDVD入荷！ 

グループ室で鑑賞

しよう！ 

春のお出かけに♪    
 

ラングドン教授シリーズの最新作 

ほんのひと手間で資料が変わる 



 

 

 書名 著者名 出版者 

93 津波災害 : 減災社会を築く 増補版 河田惠昭 岩波書店 

94 自分の脳に合った勉強法 小沼勢矢 フォレスト出版 

95 超「姿勢」力 ZERO GYM著/重森健太監修 クロスメディア・パブリッシング 

96 例題で学ぶ環境科学 15講 伊藤和男, 久野章仁, 小出宏樹 コロナ社 

97 地球環境問題がよくわかる本 浦野紘平, 浦野真弥 オーム社 

98 ブックガイド環境倫理 : 基本書から専門書まで 吉永明弘 勁草書房 

99 ロボットが家にやってきたら・・・ : 人間と AIの未来 遠藤薫 岩波書店 

100 地元経済を創りなおす 枝廣淳子 岩波書店 

101 読めば合格!情報セキュリティマネジメント 粕淵卓文/森マサコマンガ 日経 BP社 

102 ニュースペックテキスト情報セキュリティマネジメント 平成 30年度版 TAC株式会社(情報処理講座) 編著 TAC株式会社出版事業部 

103 情報セキュリティマネジメント教科書 平成 30年度春期秋期 (徹底攻略) 瀬戸美月, 齋藤健一 インプレス 

 
 
 
 

ねこ背を直して疲れにくい体を作ろう！ 

経済の悪循環を好循環へ 


