
ISBN13桁 タイトル 出版社 作者 発行年

9784315523522 ニュートン式超図解最強にわかる！！精神の病気 ニュートンプレス 仮屋暢聡 202104

9784274226564
キッチン・インフォマティクス : 料理を支える自然言語処理と画

像処理
オーム社 原島純 202103

9784903281513 ネット中傷駆け込み寺 武蔵野大学出版会 佐藤佳弘 202104

9784907613341 新・絵本はこころの処方箋 : 絵本セラピーってなんだろう？ 瑞雲舎 岡田達信 202103

9784772418188
ＳＳＴウォーミングアップ活動集 : 社会的スキル学習を進めるた

めに
金剛出版 前田ケイ 202103

9784772614504
やさしい英語でSDGs!: 地球の課題(Global issues)を英語で学び、

未来を語ろう!
合同フォレスト 本間正人 202103

9784812220139 ＳＤＧｓ時代の社会貢献活動 : 一人ひとりができることとは 昭和堂 前林清和 202104

9784761927011 声なき声をつむぐ : 震災を語り継ぐ 学事出版 齋藤幸男 202103

9784866921303 事例に学ぶ地域づくり 大学教育出版 澤俊晴 202104

9784788517264 社会学的思考力 : 大学の授業で学んでほしいこと 新曜社 井上孝夫 202105

9784794972620 私がフェミニズムを知らなかった頃 晶文社 小林エリコ 202105

9784309763019 図説英国紅茶の歴史 河出書房新社 Ｃｈａ　Ｔｅａ紅茶教室 202105

9784167916817 人口減少社会の未来学 文藝春秋 内田樹 202104

9784309467320 脳にはバグがひそんでる : 進化した脳の残念な盲点 河出書房新社 ディーン・ブオノマーノ 202104

9784757436671
はじめての理系英語リーディング : 世界で活躍する理工系研究者

を目指して
アルク 佐藤洋一 202102

9784866151878
スバラシク実力がつくと評判の微分積分キャンパス・ゼミ : 大学の数学

がこんなに分かる！単位なんて楽に取れる！
マセマ 馬場敬之 202103

9784535798274 東大の入試問題で学ぶ高校物理 : 『はじめて学ぶ物理学』演習篇 日本評論社 吉田弘幸 202103

9784320114401
理論物理に潜む部分多様体幾何 : 一般相対性理論・ゲージ理論と

の関わり
共立出版 小池直之 202103

9784320114432 工学系学生のための数学物理学演習 共立出版 橋爪秀利 202103

9784759820249 ベーシック無機材料科学 化学同人 辰巳砂昌弘 202102

9784582544701 Ｏｌｄ　Ｉｓ　Ｎｅｗ : 新素材研究所の仕事 平凡社 杉本博司 202103

9784621306086 チャートで組み立てるレポート作成法 丸善出版 加納寛子 202103

9784823410895
これから研究を書くひとのためのガイドブック : ライティングの

挑戦１５週間
ひつじ書房 佐渡島紗織 202102

9784807909797 ライフサイエンスのための英語 . １ : 基本スキル編 東京化学同人 萩原明子 202103

9784434286988 ２変数の微分積分 ブイツーソリューション 佐藤文敏 202103

9784535789418 ルベーグ積分入門 : 使うための理論と演習 日本評論社 吉田伸生 202103

9784842703749
くわしい科学入門　大学の物理・力学 : 知っているようで知らな

いニュートンの世界
吉岡書店 久田旭彦 202103

9784862658654 ヨーロッパ歴史の跡を訪ねて 鳥影社 平塚宰史 202102

9784805112212 最も期待された皇族東久迩宮 : 虚像と実像一八八七～一九三一年 千倉書房 伊藤之雄 202102

9784642043373 考証の世紀 : 十九世紀日本の国学考証派 吉川弘文館 大沼宜規 202103

9784750349893 藤原道長を創った女たち : ＜望月の世＞を読み直す 明石書店 服藤早苗 202003

9784865282795 肉食の哲学 左右社 ドミニク・レステル 202006

9784393134191 インド宇宙論大全 春秋社 定方晟 202102



9784791773565 宇宙研究のつれづれに : 「慣性」と「摩擦」のはざまで 青土社 池内了 202102

9784780424362 マスターズで勝つ！大人の卓球戦術とテクニックを磨く メイツ出版 長谷部攝 202103

9784837928522 世界一わかりやすい「速読」の教科書 三笠書房 斉藤英治 202103

9784620323770 長渕剛論 : 歌え、歌い殺される明日まで 毎日新聞出版 杉田俊介 201604

9784866151885 スバラシク実力がつくと評判の有限要素法キャンパス・ゼミ マセマ 馬場敬之 202103

9784320036130 工科系の物理学基礎 : 質点・剛体・連続体の力学 共立出版 佐々木一夫 202103

9784753655571 統計力学講義ノート 内田老鶴圃 掛下知行 202103

9784800291660 羽生善治×ＡＩ 宝島社 長岡裕也 201902

9784309279275 対局する言葉 : 羽生＋ジョイス 河出書房新社 羽生善治 201803

9784309279268 盤上の海、詩の宇宙 河出書房新社 羽生善治 201803

9784861107368 スマホと哲学 春風社 岩崎大 202102

9784254500349 文系のための記号論理入門 : 命題論理から不完全性定理まで 朝倉書店 金子裕介 202105

9784831515902 日本思想史の現在と未来 : 対立と調和 ぺりかん社 前田勉 202105

9784263266359
公認心理師カリキュラム準拠 臨床統計学 [心理学統計法・心理学

研究法]
医歯薬出版 石井秀宗 202103

9784890262144 憑依と背後の身体空間 : 共同信憑から個人信憑へ 日本教育研究センター 中井孝章 202104

9784866161129 文化・芸術の精神分析 遠見書房 祖父江典人 202105

9784284204989 １３歳から分かる！プロフェッショナルの条件 日本図書センター 藤屋伸二 202104

9784409420249 リベラル国家と宗教 : 世俗主義と翻訳について 人文書院 タラル・アサド 202104

9784621305812 住まいの百科事典 丸善出版 日本家政学会 202104

9784568432206 いちはらアート×ミックス２０２０＋公式ガイドブック 美術出版社 いちはらアート×ミックス実行委員会 202105

9784496055171 入門マーケティングの核心 : マーケティングの未来を展望する 同友館 石川和男 202104

9784906929887 「交通事故」実務入門 司法協会 羽成守 202104

9784297120849 モバイルゲーム開発がこれ１冊でしっかりわかる教科書 技術評論社 永田峰弘 202105

9784798169811
基礎＆応用力をしっかり育成！Ａｎｄｒｏｉｄアプリ開発の教科書　な

んちゃって開発者 : Ｋｏｔｌｉｎ対応
翔泳社 齊藤新三 202104

9784787234865
「テレビは見ない」というけれど : エンタメコンテンツをフェミニズ

ム・ジェンダーから読む
青弓社 青弓社編集部 202104

9784889652659 森林を活かす自治体戦略 : 市町村森林行政の挑戦 日本林業調査会 柿澤宏昭 202103

9784887483897 二兎を追う : 宇都宮療養所所長最上修二と結核特殊学級 随想舎 橋本伸一 202103

9784902078633 遠藤彰子《四季》のすべて 美学出版 森山明子 202103

9784297119645 科学で読み解くクラシック音楽入門 技術評論社 横山真男 202105

9784315523591 人工知能の可能性 : 機械は人間と同じ思考力を持てるのか ニュートンプレス ブライアン・キャントウェル・スミス 202104

9784777521401 ネットワーク時代の落とし穴 工学社 御池鮎樹 202103

9784297118587
新ブレンダーからはじめよう！ : 無料でできる３Ｄアニメーショ

ン
技術評論社 原田大輔 202104

9784295201137
Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒデザインベーシック : 制作に役立つ基本

とテクニック
エムディエヌコーポレーション 井上のきあ 202103

9784800712844
Ｐｙｔｈｏｎで作って学べるゲームのアルゴリズム入門 : 問題解

決のための基本や手順を学ぼう！
ソーテック社 廣瀬豪 202103



9784863543409 基礎から学ぶノーコード開発 シーアンドアール研究所 ＮｏＣｏｄｅ　Ｎｉｎｊａ 202103

9784909348333 司書教諭・学校司書のための学校図書館必携 : 理論と実践 悠光堂 全国学校図書館協議会 202102

9784880654973 学芸員がミュージアムを変える！ : 公共文化施設の地域力 水曜社 今村信隆 202103

9784569849058 つながり過ぎた世界の先に ＰＨＰ研究所 マルクス・ガブリエル 202103

9784623091515
ミシェル・フーコーの歴史的「批判」 : カントと対話するフー

コー
ミネルヴァ書房 松野充貴 202103

9784621306017 森林の放射線生態学 : 福島の森を考える 丸善出版 橋本昌司 202103

9784595322532 日本語リテラシー 放送大学教育振興会 滝浦真人 202103

9784880655048
女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバラン

ス
水曜社 野村康則 202103

9784883673445 発表倫理 : 公正な社会の礎として 樹村房 山崎茂明 202103

9784409041154 環世界の人文学 : 生と創造の探究 人文書院 石井美保 202103

9784315523140 オン・ビーイング・ミー : 「私」って何？ ニュートンプレス Ｊ．デイヴィッド・ヴェルマン 202101

9784862853257 懐疑主義と信仰 : ボダンからヒュームまで 知泉書館 ジャンニ・パガニーニ 202012

9784434283079 自己の解釈学 : フランス哲学の現在へ アルテ 佐藤国郎 202012

9784535563988 子どもを愛せないとき : ボンディング障害を知っていますか？ 日本評論社 北村俊則 202012

9784415232249 心理カウンセラーをめざす人の本 . ’２１年版 成美堂出版 新川田譲 202101

9784794972613 土偶を読む : １３０年間解かれなかった縄文神話の謎 晶文社 竹倉史人 202104

9784642012423 皇室制度史料 : 儀制　大嘗祭 . １ 菊葉文化協会 宮内庁 202103

9784562059294 毒が変えた天平時代 : 藤原氏とかぐや姫の謎 原書房 船山信次 202104

9784827313215 日本古代社会の研究 塙書房 関口裕子 202103

9784000614627 フランス絶対主義 : 歴史と史学史 岩波書店 ファニー・コザンデ 202104

9784750351810 古代に真実を求めて . 第２４集 : 俾弥呼と邪馬壹国 明石書店 古田史学の会 202103

9784582922875 有職故実の世界 平凡社 八條忠基 202103

9784759820232 機器分析ハンドブック . ３ : 固体・表面分析編 化学同人 辻幸一 202103

9784320114425 ルベーグ流測度論と積分論 共立出版 長澤壯之 202103

9784526081156 トコトンやさしい天文学の本 日刊工業新聞社 山口弘悦 202103

9784781915036 複素代数多様体 : 正則シンプレクティック構造からの視点 サイエンス社 並河良典 202103

9784537218824 眠れなくなるほど面白い図解数列の話 日本文芸社 松下哲 202104

9784798064239
図解入門よくわかる最新高分子化学の基本と仕組み : 現代社会に

不可欠な高分子を知る
秀和システム 齋藤勝裕 202104

9784903814421 ピタゴラスの定理１００の証明法 : 幾何の散歩道 プレアデス出版 森下四郎 202105

9784622089810 数学に魅せられて、科学を見失う : 物理学と「美しさ」の罠 みすず書房 ザビーネ・ホッセンフェルダー 202103

9784410153594 チャート式シリーズ大学教養微分積分の基礎 数研出版 市原一裕 202105

9784315523683 ベクトル ニュートンプレス 和田純夫 202105

9784866151915 スバラシク実力がつくと評判の量子力学キャンパス・ゼミ マセマ 馬場敬之 202104

9784866151922 スバラシク実力がつくと評判の演習熱力学キャンパス・ゼミ マセマ 高杉豊 202104



9784535789234 詰将棋の世界 日本評論社 齋藤夏雄 202103

9784636961126 ギター音楽理論　アドリブ編 ヤマハミュージックエンタテインメントホー 矢萩秀明 202003

9784636950380
ギター音楽理論　ソロメイキング編 : 知りたいことがココにあ

る！
ヤマハミュージックエンタテインメントホー 矢萩秀明 201710

9784636950373 ギター音楽理論　コードワーク編 : 知りたいことがココにある！ ヤマハミュージックエンタテインメントホー 矢萩秀明 201710

9784636949292
ギター音楽理論　ベーシックセオリー編 : 知りたいことがココに

ある！
ヤマハミュージックエンタテインメントホー 矢作秀明 201710

9784866410968 偃武の都 : 藤原道長・保昌と和泉式部 東京図書出版 北澤繁樹 201711

9784380002076 天皇と藤原氏 : 藤原道長望月の歌を謳う 三一書房 馬場朗 200009

9784860993498 大型店の立地再編と地域商業 : 出店規制の推移を軸に 海青社 安倉良二 202103

9784315523614 文系のためのめっちゃやさしい統計 : 東京大学の先生伝授 ニュートンプレス 倉田博史 202104

9784309418056 ＪＡＬの心づかい : グランドスタッフが実践する究極のサービス 河出書房新社 上阪徹 202104

9784806807483 令和日本の金融システム 柘植書房新社 西垣鳴人 202104

9784761927110 学術リテラシーハンドブック 学事出版 小山茂喜 202103

9784296109364 すぐそこにあるサイバーセキュリティーの罠 日経ＢＰ 勝村幸博 202104

9784297118785 証券業界のしくみとビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書 技術評論社 土信田雅之 202105

9784297120368 税金の表と裏の教科書 技術評論社 大村大次郎 202105

9784413046190
ビジネスが広がるクラブハウス : 人脈・アイデア・働き

方・・・・・・
青春出版社 武井一巳 202105

9784140818558 なぜ、脱成長なのか : 分断・格差・気候変動を乗り越える ＮＨＫ出版 ヨルゴス・カリス 202104

9784634151895 世界に紹介したい日本の１００人 : 日英対訳 山川出版社 ジェームス・Ｍ．バーダマン 202104

9784496055409 オムニチャネル小売業のロジスティクス統合 同友館 大下剛 202104

9784160089952 「悪」とたたかう村上春樹 : 全長編を読みほどく十四章 文藝春秋企画出版部 落合貞夫 202105

9784907192952 暗号技術を支える数学 弘前大学出版会 長瀬智行 202103

9784434287367 それ、編集入ってますか？ エディマート 鬼頭英治 202104

9784623089529 ジェンダーで学ぶ生活経済論 ミネルヴァ書房 伊藤純 202105

9784478109663
フェミニストってわけじゃないけど、どこか感じる違和感につい

て
ダイヤモンド社 パク・ウンジ 202104

9784103396529 計算する生命 新潮社 森田真生 202104

9784866801230 情報を正しく選択するための認知バイアス事典 フォレスト出版 情報文化研究所 202104

9784779515224 他者を支援する人はいかに成長するのか ナカニシヤ出版 都筑学 202103

9784909862181 コロナと精神分析的臨床 : 「会うこと」の喪失と回復 木立の文庫 荻本快 202103

9784534058447 教養としての「労働法」入門 日本実業出版社 向井蘭 202104

9784309254203 ダークデータ : 隠れたデータこそが最強の武器になる 河出書房新社 デイヴィッド・Ｊ．ハンド 202102

9784334962463
おバカな答えもＡＩしてる : 人工知能はどうやって学習している

のか？
光文社 ジャネル・シェイン 202102

9784130530316 宗教社会学 : 神，それは社会である 東京大学出版会 奥井智之 202105

9784861107207 社会学的システム理論の軌跡 春風社 赤堀三郎 202102

9784779514807 メディアとメッセージ : 社会のなかのコミュニケーション ナカニシヤ出版 小西卓三 202103



9784753103614 惑星都市理論 以文社 平田周 202104

9784861107344 都市科学事典 春風社 横浜国立大学都市科学部 202102

9784861633584 多様性と異文化理解 東北大学出版会 東北大学教養教育院 202103

9784846020507 私の吉本隆明 論創社 小形烈 202105

9784284204996 フリーハグ！ 日本図書センター 桑原功一 202105

9784478112793 リーダーの持つ力 ダイヤモンド社 ハーバード・ビジネス・レビュー編集部 202105

9784863715639
はるの空 : 耳の聞こえない私は、音のない世界をこう捉え、こん

な風に生きてきた。
ジアース教育新社 春日晴樹 202103


