
 

 

 書名 著者名 出版者 

1 機械学習のエッセンス 加藤公一 SBクリエイティブ 

2 強い AI・弱い AI 鳥海不二夫 丸善出版 

3 エンジニアなら知っておきたい AIのキホン 梅田弘之 インプレス 

4 現場の活用事例でわかる IoT システム開発テクニック 八子知礼(監修・著) 日経 BP社 

5 IoTの基本・仕組み・重要事項が全部わかる教科書 八子知礼(監修・著) SBクリエイティブ 

6 基本情報技術入門 浅川毅, 稲垣克彦, 稲葉毅 コロナ社 

7 Web学習アプリ対応 C言語入門 板谷雄二 講談社 

8 スラスラわかる Java 第 2 版 中垣健志, 林満也 翔泳社 

9 やさしい Java 第 7版 高橋麻奈 SBクリエイティブ 

10 C言語プログラミングレッスン 第 3版 入門編 結城浩 SBクリエイティブ 

11 神とは何か : 哲学としてのキリスト教 稲垣良典 講談社 

12 明治維新司馬史観という過ち 原田伊織, 森田健司 悟空出版 

13 コンパクト経済学 明石喜彬 [ほか] 中央経済社 

14 未来の金融（捨てられる銀行 3） 橋本卓典 講談社 

15 なぜ働き続けられない? : 社会と自分の力学 鹿嶋敬 岩波書店 

16 不倫 中野信子 文藝春秋 

17 科学と非科学 : その正体を探る 中屋敷均 講談社 

18 工学系のための応用数学 市村正也, 森田良文 森北出版 

19 ぼくらは「数学」のおかげで生きている 柳谷晃 実務教育出版 

20 図解眠れなくなるほど面白い微分積分 大上丈彦(監修) 日本文芸社 

21 高校生からわかるベクトル解析 涌井良幸 ベレ出版 

22 R統計解析パーフェクトマスター 金城俊哉 秀和システム 

 

23 
マンガでやさしくわかる統計学 

小島寛之(著)/葛城かえで(シナ

リオ制作)/薙沢なお(作画) 

日本能率協会マネジ

メントセンター 

24 今日から使える統計解析 普及版 大村平 講談社 

25 統計力クイズ 涌井良幸 実務教育出版 

26 ぷちマンガでわかる物理 力学編 新田英雄(著)/高津ケイタ(作画) オーム社 

27 超」入門相対性理論 福江純 講談社 

28 ぷちマンガでわかる量子力学 石川憲二(著)/柊ゆたか(作画) オーム社 

29 ぼくらは「化学」のおかげで生きている 齋藤勝裕 実務教育出版 

30 生物機械工学 : 数理モデルで生物の不思議に迫る 伊能教夫 コロナ社 

31 ぼくらは「生物学」のおかげで生きている 金子康子, 日比野拓 実務教育出版 

32 海の世界地図 Don Hinrichsen 丸善出版 

33 身体をめぐるリンパの不思議 中西貴之 技術評論社 

34 免疫学の基本 : オールカラー (運動・からだ図解) 松本健治(監修) マイナビ出版 

35 うつ時々、躁 海空るり 岩波書店 
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3Ｆ・新着本コーナーに並べています。貸出中の場合は予約ができます。 
 

地図を眺めながら考える海に関する問題 

研究者9名へインタビュー！ 

基本から応用までがしっかり学べる 

ミクロとマクロを1冊で 

統計学で商店街を再生！？ 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2018/02/sakura-fuji.png


 

●DVD(貸出不可、グループ室で鑑賞できます) 

 書名 著者名 出版者 

1 カメラを止めるな! 上田慎一郎監督・脚本・編集 バップ 

2 グレイテスト・ショーマン マイケル・グレイシー監督 20世紀フォックス 

3 
アベンジャーズ : インフィニティ・ウォー 

directed by Anthony and 

Joe Russo 

ウォルト・ディズニ

ー・ジャパン 

 

 書名 著者名 出版者 

36 免疫はがんに何をしているのか? 桂義元 技術評論社 

37 エネルギー環境経済システム 藤井康正 コロナ社 

38 よくわかる環境科学 鈴木孝弘 オーム社 

39 14歳からのケンチク学 五十嵐太郎(編) 彰国社 

40 名建築の歴史図鑑 オーウェン・ホプキンス エクスナレッジ 

41 安藤忠雄の奇跡 日経アーキテクチュア(編) 日経 BP社 

42 耐震工学入門 第 3版・補訂版 平井一男, 水田洋司 森北出版 

43 建築・インテリアのための伝わるパースの描き方 湯浅禎也 エクスナレッジ 

44 新しい住宅デザイン図鑑 改訂版 石井秀樹 [ほか] エクスナレッジ 

45 きちんと知りたい!自動車低燃費メカニズムの基礎知識 飯塚昭三 日刊工業新聞社 

46 自動車のエクセルギー解析 雑賀高 コロナ社 

47 きちんと知りたい!自動車サスペンションの基礎知識 飯嶋洋治 日刊工業新聞社 

48 きちんと知りたい!ドローンメカニズムの基礎知識 日本 UAS産業振興協議会(編) 日刊工業新聞社 

49 電気・電子工学 : 電磁気学から電子回路まで 兵庫明 [ほか] 丸善出版 

50 世界一わかりやすい電気・電子回路 薮哲郎 講談社 

51 実践 IoT : 小規模システムの実装からはじめる IoT入門 天野直紀 オーム社 

52 実装強化学習 : Cによるロボットプログラミング 伊藤一之 オーム社 

53 ロボットメカニクス : 機構学・機械力学の基礎 松元明弘, 横田和隆 オーム社 

54 自律走行ロボットの制御技術 : モータ制御から SLAM技術まで 正木良三 科学情報出版 

55 よくわかる最新船舶の基本と仕組み 第 3版 川崎豊彦 秀和システム 

56 ビジュアルでわかる船と海運のはなし 新訂 拓海広志 成山堂書店 

57 IoT・自動化で進む農業技術イノベーション 社会開発研究センター(編) 日刊工業新聞社 

58 みんなが欲しかった!宅建士の教科書 2019年度版 滝澤ななみ TAC出版事業部 

59 基礎から学ぶ海運と港湾 池田良穂 海文堂出版 

60 
○×式で解説誰でもかんたん!!パースがわかる本 

斉藤むねお(監修)/喜多野土竜

(構成) 
誠文堂新光社 

61 やっぱりいらない東京オリンピック 小笠原博毅, 山本敦久 岩波書店 

62 「プロレス」という文化 岡村正史 ミネルヴァ書房 

63 中学・高校 6年分の英語が 10日間で身につく本 長沢寿夫 明日香出版社 

64 木曜日の子ども 重松清 KADOKAWA 

中・高の 18科目から建築の面白さを体験 

電子工作に必要な理論と基礎 
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