
資料ID 分類区分 資料名 著者 出版者 出版年月
320000011 総記 在野研究ビギナーズ 荒木 優太／編著 明石書店 2019.9
320000029 総記 基本情報技術入門 浅川 毅／共著 コロナ社 2017.8
320000037 総記 IT用語図鑑 増井 敏克／著 翔泳社 2019.5

320000045 総記 IT研究者のひらめき本棚
情報処理学会会誌編集
委員会／編

近代科学社 2017.9

320000052 総記
やさしく学ぶディープラーニング
がわかる数

立石 賢吾／著 マイナビ出版 2019.7

320000060 総記 Pythonによる深層強化学習入門 牧野 浩二／共著 オーム社 2018.8

320000078 総記
つくりながら学ぶ!PyTorchによる
発展ディープ

小川 雄太郎／著 マイナビ出版 2019.7

320000086 総記 現場で使える!PyTorch開発入門 杜 世橋／著 翔泳社 2018.9

320000094 総記
現場で使える!TensorFlow開発入
門

太田 満久／著 翔泳社 2018.4

320000102 総記 ⽩と⿊のとびら 川添 愛／著 東京大学出版会 2013.4
320000110 社会科学 イラスト&図解でわかるDX 兼安 暁／著 彩流社 2019.10
320000128 技術工学 2030年の第4次産業革命 尾木 蔵人／著 東洋経済新報社 2020.2
320000136 商業 UXリサーチの道具箱 樽本 徹也／著 オーム社 2018.4
320000144 総記 入門デジタルアーカイブ 柳 与志夫／責任編集 勉誠出版 2017.12
320000151 総記 QRコードの奇跡 小川 進／著 東洋経済新報社 2020.2

320000169 総記
Rによるやさしいテキストマイニ
ング

小林 雄一郎／著 オーム社 2017.2

320000177 総記 サイバーセキュリティ入門 羽室 英太郎／著
慶應義塾大学出
版会

2018.10

320000185 総記
図解まるわかりセキュリティのし
くみ

増井 敏克／著 翔泳社 2018.9

320000193 総記 テスト駆動Python Brian Okken／著 翔泳社 2018.8
320000201 総記 テスト駆動開発 Kent Beck／著 オーム社 2017.10

320000219 総記
Microsoft Office 2019を使った情
報リテラシーの基

切田 節子／共著 近代科学社 2019.11

320000227 総記 逆引きPython標準ライブラリ 大津 真／著 インプレス 2018.2
320000235 総記 JavaScript関数型プログラミング Luis Atencio／著 インプレス 2017.6
320000243 総記 Kivyプログラミング 原口 和也／著 朝倉書店 2018.6

320000250 総記
いちばんやさしいJavaScriptの教
本

岩田 宇史／著 インプレス 2019.3

320000268 総記 Rustプログラミング入門 酒井 和哉／著 オーム社 2019.10

320000276 総記 アジャイルサムライ
Jonathan Rasmusson
／著

オーム社 2011.7

320000284 総記 図書館の日本史 新藤 透／著 勉誠出版 2019.1

320000292 総記 図書館人物事典
日本図書館文化史研究
会／編

日外アソシエー
ツ

2017.9

320000300 総記 地方自治と図書館 片山 善博／著 勁草書房 2016.12
320000318 総記 まちづくりと図書館 大串 夏身／著 ⻘⼸社 2021.4



320000326 総記 ささえあう図書館 ⻘柳 英治／編著 勉誠出版 2016.1
320000334 総記 教養読書 福原 義春／著 東洋経済新報社 2018.4

320000342 総記 電子出版学概論 湯浅 俊彦／著
出版メディアパ
ル

2020.11

320000359 総記 近世前期江⼾出版文化史 速水 香織／[著] 文学通信 2020.2
320000367 総記 紙が語る幕末出版史 ⽩⼾ 満喜子／[著] 文学通信 2018.12

320000375 総記 世界書店紀行 金 彦鎬／著
出版メディアパ
ル

2021.4

320000383 哲学 食べることの哲学 檜垣 立哉／著 世界思想社 2018.4

320000391 哲学 若い読者のための哲学史
ナイジェル・ウォー
バートン／著

すばる舎 2018.4

320000409 哲学 ことばを紡ぐための哲学 中島 隆博／編著 ⽩水社 2019.5

320000417 哲学 現象学入門
ステファン・コイ
ファー／著

勁草書房 2018.7

320000425 哲学 井筒俊彦の東洋哲学 澤井 義次／編
慶應義塾大学出
版会

2018.9

320000433 哲学 江⼾の読書会 前田 勉／著 平凡社 2018.9

320000441 哲学 孤独と人生
ショーペンハウアー／
著

⽩水社 2010.4

320000458 総記 プロジェクション・サイエンス 鈴木 宏昭／編著 近代科学社 2020.9

320000466 哲学 「笑い」の解剖 中島 隆信／著
慶應義塾大学出
版会

2019.9

320000474 哲学 心理学が描くリスクの世界 広田 すみれ／編著
慶應義塾大学出
版会

2018.1

320000482 自然科学 十二支読本 稲田 義行／著 創元社 2017.9
320000490 社会科学 リスク大全 深津 嘉成／著 インプレス 2021.6

320000508 哲学
ニューヨーク大学人気講義
HAPPINESS

スコット・ギャロウェ
イ／著

東洋経済新報社 2019.11

320000516 社会科学
カーネギーおじさんに教わるシ
1

齋藤 孝／著 創元社 2019.11

320000524 社会科学
カーネギーおじさんに教わるシ
2

齋藤 孝／著 創元社 2020.1

320000532 哲学 宗教ってなんだろう? 島薗 進／著 平凡社 2017.2

320000540 図書書誌 海を渡った日本書籍
ピーター・コーニツ
キー／著

平凡社 2018.8

320000557 自然科学
Pythonによるあたらしいデータ分
析の教科書

寺田 学／著 翔泳社 2018.9

320000565 歴史 昭和・平成史年表 平凡社／編 平凡社 2019.7

320000573 歴史 歴史は実験できるのか
ジャレド・ダイアモン
ド／編著

慶應義塾大学出
版会

2018.6

320000581 総記 なんでも「はじめて」大全
スチュワート・ロス／
著

東洋経済新報社 2020.12

320000599 歴史 異形の王権 網野 善彦／著 平凡社 1986.8



320000607 歴史 有職装束大全 八條 忠基／著 平凡社 2018.6
320000615 文学 古事記小事典 歴史と文学の会／編 勉誠出版 2012.10
320000623 歴史 戦国古文書用語辞典 鈴木 正人／編 東京堂出版 2019.8
320000631 歴史 天下人と二人の将軍 ⿊嶋 敏／著 平凡社 2020.5
320000649 歴史 水軍と海賊の戦国史 小川 雄／著 平凡社 2020.4
320000656 歴史 新視点関ケ原合戦 ⽩峰 旬／著 平凡社 2019.8

320000664 歴史 実は科学的!?江⼾時代の生活百景 ⻄田 知⼰／著 東京堂出版 2018.9

320000672 歴史 日露戦争史 1 半藤 一利／著 平凡社 2016.4
320000680 歴史 日露戦争史 3 半藤 一利／著 平凡社 2016.6
320000698 歴史 日露戦争史 2 半藤 一利／著 平凡社 2016.5
320000706 歴史 世界史のなかの昭和史 半藤 一利／著 平凡社 2018.2
320000714 総記 江⼾の古本屋 橋口 侯之介／著 平凡社 2018.12
320000722 歴史 ルネサンス文化史 E.ガレン／著 平凡社 2011.2

320000730 歴史 ナポレオン戦争 マイク・ラポート／著 ⽩水社 2020.7

320000748 哲学 天才を生んだ孤独な少年期 熊谷 高幸／著 新曜社 2015.3
320000755 歴史 苗字と名前の歴史 坂田 聡／著 吉川弘文館 2006.4
320000763 歴史 戦国大名家辞典 森岡 浩／編 東京堂出版 2013.12
320000771 歴史 豊田章男 片山 修／著 東洋経済新報社 2020.4
320000789 歴史 起業の天才! 大⻄ 康之／著 東洋経済新報社 2021.2
320000797 歴史 江⼾時代の明智光秀 村上 紀夫／著 創元社 2020.8
320000805 歴史 柳宗悦 中見 真理／著 東京大学出版会 2003.3

320000813 文学
ドナルド・キーンわたしの日本語
修行

ドナルド・キーン／著 ⽩水社 2014.9

320000821 歴史 世界の国名地名うんちく大全 八幡 和郎／著 平凡社 2010.12
320000839 歴史 江⼾の地図屋さん 俵 元昭／著 吉川弘文館 2019.9
320000847 歴史 ヨーロッパ鉄道紀行 ⻄森 聡／写真・文 平凡社 2012.6
320000854 社会科学 英語原典で読む現代経済学 根井 雅弘／著 ⽩水社 2020.6

320000862 歴史 暴力と不平等の人類史
ウォルター・シャイデ
ル／著

東洋経済新報社 2019.6

320000870 社会科学 若い読者のための経済学史
ナイアル・キシテイ
ニー／著

すばる舎 2018.2

320000888 社会科学
直感で発想 論理で検証 哲学で跳
躍

伊丹 敬之／著 東洋経済新報社 2020.7

320000896 総記 トレイルブレイザー マーク・ベニオフ／著 東洋経済新報社 2020.8

320000904 社会科学 「好き嫌い」と経営 楠木 建／編著 東洋経済新報社 2014.7
320000912 社会科学 KPI大全 グロービス／著 東洋経済新報社 2020.9
320000920 社会科学 ゼロからつくるビジネスモデル 井上 達彦／著 東洋経済新報社 2019.12
320000938 社会科学 成功するDX、失敗するDX 兼安 暁／著 彩流社 2020.8
320000946 社会科学 武器としての図で考える習慣 平井 孝志／著 東洋経済新報社 2020.7



320000953 産業
2025年、人は「買い物」をしなく
なる

望月 智之／[著]
クロスメディ
ア・パブリッシ
ング

2019.11

320000961 総記
シゴトがはかどるPython自動処理
の教科書

クジラ飛行机／著 マイナビ出版 2020.12

320000979 社会科学 戦後日本の地域金融 伊藤 正直／編著 日本経済評論社 2019.5

320000987 社会科学
「差別はいけない」とみんないう
けれど。

綿野 恵太／著 平凡社 2019.7

320000995 自然科学 ソーシャル・マジョリティ研究 綾屋 紗月／編著 金子書房 2018.11

320001001 社会科学 ブルシット・ジョブ
デヴィッド・グレー
バー／[著]

岩波書店 2020.7

320001019 社会科学 東京貧困女子。 中村 淳彦／著 東洋経済新報社 2019.4
320001027 社会科学 おひとりさまの老後 上野 千鶴子／著 法研 2007.7

320001035 社会科学
人生100年時代の医療・介護サバ
イバル

中澤 まゆみ／著 築地書館 2019.9

320001043 社会科学
親が倒れた!親の入院・介護です
ぐやること

太田 差惠子／著 翔泳社 2018.11

320001050 社会科学 虐待・親にもケアを 森田 ゆり／編著 築地書館 2018.6

320001068 社会科学 クリエイティブ・ラーニング 井庭 崇／編著
慶應義塾大学出
版会

2019.2

320001076 社会科学 小さな地域と小さな学校 中島 勝住／編著 明石書店 2020.2

320001084 社会科学
LGBTQの子どもへの学校ソー
シャルワーク

寺田 千栄子／著 明石書店 2020.7

320001092 社会科学 江⼾の風俗事典 石井 明／著 東京堂出版 2016.11

320001100 社会科学 世界の⺠族⾐装図鑑
文化学園服飾博物館／
編著

ラトルズ 2019.6

320001118 社会科学 文化人類学の思考法 松村 圭一郎／編 世界思想社 2019.4
320001126 歴史 日本列島の自然と日本人 ⻄野 順也／著 築地書館 2019.3
320001134 自然科学 行動しながら考えよう 島岡 要／著 羊土社 2017.4

320001142 自然科学
Pythonで学ぶあたらしい統計学の
教科書

馬場 真哉／著 翔泳社 2018.4

320001159 自然科学 Pythonによる数理最適化入門 並木 誠／著 朝倉書店 2018.4
320001167 自然科学 宮沢賢治の地学読本 宮沢 賢治／作 創元社 2020.7
320001175 自然科学 チーム・ブルーの挑戦 中島 隆／著 大月書店 2021.2
320001183 自然科学 「助けて」が言えない 松本 俊彦／編 日本評論社 2019.7
320001191 自然科学 不安のありか 平島 奈津子／著 日本評論社 2019.10
320001209 自然科学 心の病気ってなんだろう? 松本 卓也／著 平凡社 2019.7
320001217 自然科学 精神科医が教える忘れる技術 岡野 憲一郎／著 創元社 2019.1
320001225 自然科学 ポスト・コロナの文明論 浜本 隆志／著 明石書店 2020.10
320001233 自然科学 家族ががんになりました 大⻄ 秀樹／著 法研 2016.1

320001241 自然科学
妊娠したら読んでおきたい出生前
診断の本

大竹 明／著
ライフサイエン
ス出版

2020.3



320001258 自然科学
企業のための新型コロナウイルス
対策マニュ

和田 耕治／著 東洋経済新報社 2020.6

320001266 自然科学 身近な「くすり」歳時記 鈴木 昶／著 東京書籍 2019.12

320001274 技術工学
日本の国家戦略「水素エネル
ギー」で飛躍す

⻄脇 文男／著 東洋経済新報社 2018.7

320001282 技術工学 エモーショナルデザインの実践 橋田 規子／著 オーム社 2020.8

320001290 社会科学
シリコンバレーのVC=ベンチャー
キャピタリス

山本 康正／著 東洋経済新報社 2020.7

320001308 技術工学 英国貴族、領地を野生に戻す
イザベラ・トゥリー／
著

築地書館 2020.1

320001316 技術工学 藤森照信 藤森 照信／著 平凡社 2020.2
320001324 技術工学 モビリティシフト 木南 浩司／著 東洋経済新報社 2018.6
320001332 総記 ホワイトハッカー入門 阿部 ひろき／著 インプレス 2020.10

320001340 技術工学
いちばんやさしいWordPressの教
本

石川 栄和／著 インプレス 2019.8

320001357 技術工学 これから学ぶHTML CSS 齊藤 新三／著 インプレス 2019.6
320001365 技術工学 決定版5G 片桐 広逸／著 東洋経済新報社 2020.6

320001373 総記 Python基礎&実践プログラミング
Magnus Lie Hetland
／著

インプレス 2020.2

320001381 総記
スラスラ読めるJavaふりがなプロ
グラミング

谷本 心／監修 インプレス 2020.3

320001399 社会科学 いちばんやさしいDXの教本 ⻲田 重幸／著 インプレス 2020.9

320001407 総記
いちばんやさしいPython機械学習
の教本

鈴木 たかのり／著 インプレス 2019.6

320001415 技術工学 紙の日本史 池田 寿／著 勉誠出版 2017.3
320001423 技術工学 全国の日本酒大図鑑 ⻄日本編 友田 晶子／監修 マイナビ出版 2016.8
320001431 技術工学 全国の日本酒大図鑑 東日本編 友田 晶子／監修 マイナビ出版 2016.8
320001449 技術工学 だしの科学 的場 輝佳／編 朝倉書店 2017.5

320001456 技術工学
全集伝え継ぐ日本の家庭料理
[14]

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協
会

2020.11

320001464 技術工学
全集伝え継ぐ日本の家庭料理
[13]

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協
会

2019.11

320001472 技術工学
全集伝え継ぐ日本の家庭料理
[7]

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協
会

2020.11

320001480 技術工学
全集伝え継ぐ日本の家庭料理
[1]

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協
会

2019.11

320001498 技術工学
全集伝え継ぐ日本の家庭料理
[5]

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協
会

2020.11

320001506 技術工学
全集伝え継ぐ日本の家庭料理
[8]

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協
会

2019.11

320001514 技術工学
全集伝え継ぐ日本の家庭料理
[3]

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協
会

2019.11



320001522 技術工学
全集伝え継ぐ日本の家庭料理
[10]

日本調理科学会／企
画・編集

農山漁村文化協
会

2019.11

320001530 芸術娯楽 日本の文化財 池田 寿／著 勉誠出版 2019.3
320001548 芸術娯楽 海を渡った陶磁器 大橋 康二／著 吉川弘文館 2018.10
320001555 言語 この本を書いたのは誰だ? 村上 征勝／著 勉誠出版 2020.3
320001563 言語 研究社日本語口語表現辞典 山根 智恵／監修 研究社 2020.2
320001571 言語 文章を彩る表現技法の辞典 中村 明／著 東京堂出版 2020.2

320001589 文学 平安時代の笑いと日本文化 金 小英／著
早稲田大学出版
部

2019.11

320001597 文学 松本清張が「砂の器」を書くまで 山本 幸正／著
早稲田大学出版
部

2020.1

320001605 自然科学 日本人と動物の歴史 1 小宮 輝之／著 ゆまに書房 2017.9
320001613 自然科学 日本人と動物の歴史 2 小宮 輝之／著 ゆまに書房 2017.10
320001621 自然科学 日本人と動物の歴史 3 小宮 輝之／著 ゆまに書房 2017.11

320001639 自然科学 恐⻯と古代の生き物図鑑
ジョン・ウッドワード
／著

創元社 2020.5

320001647 文学 シャーロック・ホームズ大図鑑
デイヴィッド・スチュ
アート・デイヴィーズ
／ほか著

三省堂 2016.12

320001654 文学 世界文学大図鑑
ジェイムズ・キャント
ン／ほか著

三省堂 2017.5

320001662 社会科学
ビジュアル日本のお金の歴史 江
⼾時代

岩橋 勝／著 ゆまに書房 2015.10

320001670 社会科学
ビジュアル日本のお金の歴史 飛
⿃時代〜戦

井上 正夫／著 ゆまに書房 2015.11

320001688 社会科学
ビジュアル日本のお金の歴史 明
治時代〜現

草野 正裕／著 ゆまに書房 2016.1

320001696 自然科学
ビジュアル都道府県別日本の地
北海道・東

浅井 建爾／著 ゆまに書房 2020.8

320001704 自然科学
ビジュアル都道府県別日本の地
中部・近畿

浅井 建爾／著 ゆまに書房 2020.10

320001712 社会科学 こんなに恐ろしい核兵器 1 鈴木 達治郎／著 ゆまに書房 2018.12
320001720 歴史 邪馬台国は存在しなかった 田中 英道／著 勉誠出版 2019.1

320001738 歴史 日本の歴史を解きほぐす 地方史研究協議会／編 文学通信 2020.4

320001746 歴史 名将山本五十六の絶望 鈴木 荘一／著 勉誠出版 2020.7
320001753 歴史 考古学のための法律 久末 弥生／著 日本評論社 2017.12
320001761 歴史 日本開国の原点 大島 正太郎／著 日本経済評論社 2020.4
320001779 歴史 神功皇后と広開土王の激闘 安本 美典／著 勉誠出版 2019.3
320001787 歴史 日本の建国 安本 美典／著 勉誠出版 2020.6
320001795 歴史 幕末政治と開国 奥田 晴樹／著 勉誠出版 2018.10
320001803 歴史 松永久秀と下剋上 天野 忠幸／著 平凡社 2018.6
320001811 歴史 幕末日本と対外戦争の危機 保谷 徹／著 吉川弘文館 2010.2



320001829 歴史 教養としての歴史問題 前川 一郎／編著 東洋経済新報社 2020.8
320001837 歴史 遺跡・遺物の語りを探る 小林 達雄／編 玉川大学出版部 2014.3
320001845 歴史 評伝⻄山弥太郎 濱田 信夫／著 文眞堂 2019.9

320001852 歴史 ヨーロッパ古代「ケルト」の残照 武部 好伸／著 彩流社 2020.9

320001860 歴史 東⻄海上交流の起源 小暮 実徳／著 彩流社 2017.2
320001878 歴史 アマテラスの正体 林 順治／著 彩流社 2014.6
320001886 社会科学 現代イギリスの社会と文化 宇野 毅／著 彩流社 2015.10
320001894 歴史 ノモンハン事件の虚像と実像 岩城 成幸／著 彩流社 2013.9
320001902 歴史 新たな和解の創出 馬 暁華／編 彩流社 2020.8

320001910 歴史 日本の歴史を原点から探る 地方史研究協議会／編 文学通信 2020.10

320001928 自然科学 海岸と人間の歴史
オーリン・H.ピルキー
／著

築地書館 2020.6

320001936 技術工学
なんの変哲もない取り立てて魅力
もない地方

畢 滔滔／著 ⽩桃書房 2017.3

320001944 技術工学 都市計画とまちづくりがわかる本 伊藤 雅春／編著 彰国社 2017.7

320001951 社会科学 災害に強い地域づくり 福与 徳文／著 日本経済評論社 2020.7

320001969 技術工学
持続可能な社会のための環境論・
環境政策論

⽩井 信雄／著 大学教育出版 2020.9

320001977 社会科学 植物と叡智の守り人
ロビン・ウォール・キ
マラー／著

築地書館 2018.8

320001985 歴史
日本人はどのように自然と関わっ
てきたのか

コンラッド・タットマ
ン／著

築地書館 2018.11

320001993 技術工学
持続可能な地域活性化と里山里海
の保全活用

第一東京弁護士会環境
保全対策委員会／編

勁草書房 2021.1

320002009 技術工学
世界で一番美しい「もの」のしく
み図鑑

セオドア・グレイ／著 創元社 2020.9

320002017 産業
九州の鉄道 国鉄・JR編<現役路
線>

安田 就視／写真
アルファベータ
ブックス

2019.10

320002025 技術工学 電気技術発展の秘話 矢田 恒二／著 オーム社 2020.3
320002033 産業 テレビが見世物だったころ 飯田 豊／著 ⻘⼸社 2016.3

320002041 技術工学 世界を変える電池の科学 齋藤 勝裕／著
シーアンドアー
ル研究所

2019.1

320002058 技術工学 日本を彩る香りの記憶 内野 花／著 大阪大学出版会 2019.1

320002066 技術工学 意外と知らないお酒の科学 齋藤 勝裕／著
シーアンドアー
ル研究所

2018.11

320002074 自然科学 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤 雅彦／著 大月書店 2014.11

320002082 産業 地域デザインモデルの研究
地域デザイン学会／監
修

学文社 2020.9



320002090 社会科学 まちづくり大全 田中 道雄／著 中央経済社 2021.3
320002108 産業 コロナ後の食と農 吉田 太郎／著 築地書館 2020.10

320002116 産業
森永卓郎の「マイクロ農業」のす
すめ

森永 卓郎／著
農山漁村文化協
会

2021.3

320002124 産業 小さい農業で暮らすコツ 新藤 洋一／著
農山漁村文化協
会

2021.2

320002132 産業 幕末・明治の茶業と日米交流 櫻井 良樹／編著 日本経済評論社 2020.8

320002140 産業 農家が教えるタネ採り・タネ交換 農文協／編
農山漁村文化協
会

2021.7

320002157 産業 アフターコロナのマーケティング 森 泰一郎／著 翔泳社 2021.2

320002165 産業 道の駅の経済学 松尾 隆策／著 勁草書房 2019.8
320002173 芸術娯楽 ヘンな浮世絵 歌川 広景／[画] 平凡社 2017.8
320002181 芸術娯楽 中島潔いのちと風のものがたり 中島 潔／[画] 平凡社 2015.5

320002199 芸術娯楽 日本の木と伝統木工芸
メヒティル・メルツ／
著

海⻘社 2016.9

320002207 芸術娯楽 歌舞伎の源流 諏訪 春雄／著 吉川弘文館 2017.10
320002215 芸術娯楽 忍者の誕生 吉丸 雄哉／編 勉誠出版 2017.3
320002223 芸術娯楽 茶の湯物語 高山 宗東／著 平凡社 2016.7
320002231 文学 「無言館」の庭から 窪島 誠一郎／著 かもがわ出版 2020.3
320002249 芸術娯楽 イタリア芸術のプリズム 岡田 温司／著 平凡社 2020.5
320002256 社会科学 災害とアートを探る 赤坂 憲雄／編 玉川大学出版部 2020.5

320002264 芸術娯楽
一九六四年東京オリンピックは何
を生んだの

石坂 友司／編著 ⻘⼸社 2018.12

320002272 芸術娯楽 頂きへ、そしてその先へ 竹内 洋岳／著 東京書籍 2013.8

320002280 社会科学 過激派の時代 北井 一夫／著
札幌宮の森美術
館

2020.10

320002298 芸術娯楽 日本刀の驚くべき技術 齋藤 勝裕／著
シーアンドアー
ル研究所

2021.8

320002306 芸術娯楽 つげ義春 正津 勉／著 作品社 2021.10
320002314 社会科学 趣味とジェンダー 神野 由紀／編著 ⻘⼸社 2019.6
320002322 言語 女のことば男のことば 小林 祥次郎／著 勉誠出版 2018.7
320002330 言語 古代スラヴ語の世界史 服部 文昭／著 ⽩水社 2020.1
320002348 言語 クロアチア語のしくみ 三谷 惠子／著 ⽩水社 2009.6
320002355 言語 チェコ語のしくみ 金指 久美子／著 ⽩水社 2014.3
320002363 自然科学 在宅復帰支援 和田 忠志／編 南山堂 2018.4
320002371 社会科学 対人行動の社会心理学 土田 昭司／編集 北大路書房 2001.3
320002389 社会科学 組織行動の社会心理学 田尾 雅夫／編集 北大路書房 2001.9
320002397 社会科学 文化行動の社会心理学 金児 曉嗣／編集 北大路書房 2005.3
320002405 社会科学 援助とサポートの社会心理学 ⻄川 正之／編集 北大路書房 2000.5
320002413 社会科学 情報行動の社会心理学 川上 善郎／編集 北大路書房 2001.6
320002421 社会科学 政治行動の社会心理学 池田 謙一／編集 北大路書房 2001.4
320002439 産業 消費行動の社会心理学 竹村 和久／編集 北大路書房 2000.11



320002447 社会科学 被服行動の社会心理学 神山 進／編集 北大路書房 1999.11
320002454 社会科学 環境行動の社会心理学 広瀬 幸雄／編集 北大路書房 2008.3
320002462 社会科学 化粧行動の社会心理学 大坊 郁夫／編集 北大路書房 2001.10
320002470 産業 交通行動の社会心理学 蓮花 一⼰／編集 北大路書房 2000.11
320002488 社会科学 葛藤と紛争の社会心理学 大渕 憲一／編集 北大路書房 2008.9
320002496 社会科学 自⼰と対人関係の社会心理学 安藤 清志／編集 北大路書房 2009.10
320002504 社会科学 行列のできる児童相談所 井上 景／著 北大路書房 2019.11
320002512 社会科学 目撃証言の心理学 厳島 行雄／共著 北大路書房 2003.8

320002520 社会科学 僕の大統領は⿊人だった 上 タナハシ・コーツ／著
慶應義塾大学出
版会

2020.11

320002538 社会科学 僕の大統領は⿊人だった 下 タナハシ・コーツ／著
慶應義塾大学出
版会

2020.11

320002546 社会科学 風景の意味 山岸 健／責任編集 三和書籍 2007.2
320002553 社会科学 逍遙する記憶 山岸 健／責任編集 三和書籍 2007.6
320002561 社会科学 コミュニティ・スタディーズ 吉原 直樹／著 作品社 2011.5

320002579 社会科学 官僚はなぜ規制したがるのか
ハーバート・カウフマ
ン／著

勁草書房 2015.12

320002587 社会科学 メディアは知識人をどう使ったか 大井 浩一／著 勁草書房 2004.2

320002595 社会科学 「高齢ニッポン」をどう捉えるか 浜田 陽太郎／著 勁草書房 2020.9

320002603 社会科学 結婚クライシス 山田 昌弘／著 東京書籍 2016.8
320002611 社会科学 多様な子どもの近代 元森 絵里子／著 ⻘⼸社 2021.8
320002629 社会科学 とまどう男たち 死に方編 大村 英昭／編 大阪大学出版会 2016.7

320002637 社会科学
夜ふけに読みたい神秘なアイルラ
ンドのおと

⻑島 真以於／監修 平凡社 2020.10

320002645 文学
夜ふけに読みたい動物たちのグリ
ム童話

グリム兄弟／著 平凡社 2021.1

320002652 社会科学 「ハーフ」ってなんだろう?
下地 ローレンス吉孝
／著

平凡社 2021.4

320002660 社会科学 子どもたちがつくる町 村上 靖彦／著 世界思想社 2021.5
320002678 社会科学 女性ホームレスとして生きる 丸山 里美／著 世界思想社 2021.9
320002686 社会科学 男性育休の困難 齋藤 早苗／著 ⻘⼸社 2020.8
320002694 社会科学 ファシズムの教室 田野 大輔／著 大月書店 2020.4
320002702 社会科学 武器としての「資本論」 ⽩井 聡／著 東洋経済新報社 2020.4

320002710 社会科学
私たちはふつうに老いることがで
きない

児玉 真美／著 大月書店 2020.5

320002728 社会科学 教える・学ぶ 佐々木 宏／編著 明石書店 2019.3
320002736 社会科学 生まれ、育つ基盤 松本 伊智朗／編著 明石書店 2019.3
320002744 社会科学 遊び・育ち・経験 小⻄ 祐馬／編著 明石書店 2019.5
320002751 社会科学 大人になる・社会をつくる 杉田 真⾐／編著 明石書店 2020.4
320002769 社会科学 支える・つながる 山野 良一／編著 明石書店 2019.5



320002777 社会科学 ひれふせ、女たち ケイト・マン／著
慶應義塾大学出
版会

2019.11

320002785 社会科学 ドラッグの誕生 渡邊 拓也／著
慶應義塾大学出
版会

2019.12

320002793 社会科学 上海フリータクシー
フランク・ラング
フィット／著

⽩水社 2020.5

320002801 社会科学
夜ふけに読みたい不思議なイギリ
スのおとぎ

FLORA・ANNIE・
STEEL／[再話]

平凡社 2019.3

320002819 社会科学
夜ふけに読みたい奇妙なイギリス
のおとぎ話

FLORA・ANNIE・
STEEL／[再話]

平凡社 2019.11

320002827 社会科学 ホカツと家族 アサダ ワタル／著 平凡社 2019.12

320002835 社会科学
夜ふけに読みたい数奇なアイルラ
ンドのおと

⻑島 真以於／監修 平凡社 2020.2

320002843 社会科学 移⺠が導く日本の未来 毛受 敏浩／著 明石書店 2020.8
320002850 社会科学 コミュニティの幸福論 桜井 政成／著 明石書店 2020.9
320002868 社会科学 暮らしの伝承知を探る 野本 寛一／編 玉川大学出版部 2013.10
320002876 社会科学 人間の営みを探る 秋道 智彌／編 玉川大学出版部 2016.6
320002884 社会科学 食の文化を探る 石毛 直道／編 玉川大学出版部 2018.2
320002892 社会科学 創造する都市を探る 佐々木 雅幸／編 玉川大学出版部 2020.5
320002900 社会科学 株式会社の世界史 平川 克美／著 東洋経済新報社 2020.11
320002918 総記 司書のお仕事 大橋 崇行／著 勉誠出版 2018.4

320002926 総記 Python機械学習プログラミング
Sebastian Raschka／
著

インプレス 2018.3

320002934 総記 やってみようテキストマイニング 牛澤 賢二／著 朝倉書店 2018.8

320002942 総記
スラスラ読めるPythonふりがなプ
ログラミング

ビープラウド／監修 インプレス 2021.12

320002959 総記 統計図表レファレンス事典
日外アソシエーツ株式
会社／編集

日外アソシエー
ツ

2021.7

320002967 総記 命を危険にさらして
マリーヌ・ジャックマ
ン／著

創元社 2020.10

320002975 総記
深層学習とメタヒューリスティク
ス

伊庭 ⻫志／著 オーム社 2019.11

320002983 総記 入門Goプログラミング
Nathan Youngman／
著

翔泳社 2019.5

320002991 総記 整理・整頓が人生を変える 小野 裕子／著 法研 2018.4
320003007 哲学 無と意識の人類史 広井 良典／著 東洋経済新報社 2021.6
320003015 哲学 現代認識論入門 上枝 美典／著 勁草書房 2020.8
320003023 哲学 達成としての知識 ジョン・グレコ／著 勁草書房 2020.9
320003031 哲学 分析哲学これからとこれまで 飯田 隆／著 勁草書房 2020.5

320003049 哲学 アメリカ哲学史
ブルース・ククリック
／著

勁草書房 2020.2



320003056 哲学 フッサールの他者論から倫理学へ 鈴木 崇志／著 勁草書房 2021.2

320003064 哲学 進化でわかる人間行動の事典 小田 亮／編 朝倉書店 2021.5

320003072 哲学
なぜあの人のジョークは面⽩いの
か?

ジョナサン・シルバー
タウン／著

東洋経済新報社 2021.3

320003080 哲学 日常性の心理療法 大山 泰宏／著 日本評論社 2020.9

320003098 哲学 宗教の経済学
ロバート・J.バロー／
著

慶應義塾大学出
版会

2021.3

320003106 哲学
社寺会堂から探る江⼾東京の精神
文化

中島 隆博／編集 勁草書房 2020.10

320003114 哲学 ヨーロッパの世俗と宗教 伊達 聖伸／編著 勁草書房 2020.10
320003122 哲学 禅ってなんだろう? 石井 清純／著 平凡社 2020.3

320003130 自然科学 ニセ科学の栄光と挫折 齋藤 勝裕／著
シーアンドアー
ル研究所

2021.4

320003148 社会科学 こんなに恐ろしい核兵器 2 鈴木 達治郎／著 ゆまに書房 2019.1
320003155 自然科学 解析学図鑑 蔵本 貴文／著 オーム社 2021.6

320003163 自然科学
ビジュアル都道府県別日本の地
中四国・九

浅井 建爾／著 ゆまに書房 2021.1

320003171 自然科学 RとPythonで学ぶ統計学入門 増井 敏克／著 オーム社 2021.5

320003189 自然科学 幾何学の偉大なものがたり
ピエルジョルジョ・
オーディフレッディ／
著

創元社 2021.5

320003197 自然科学 地球が燃えている ナオミ・クライン／著 大月書店 2020.11

320003205 自然科学 図説日本の温泉 日本温泉科学会／監修 朝倉書店 2020.3

320003213 自然科学 種を語ること、定義すること 網谷 祐一／著 勁草書房 2020.12

320003221 自然科学
知っておきたい日本の絶滅危惧植
物図鑑

⻑澤 淳一／著 創元社 2020.4

320003239 自然科学 新分類キノコ図鑑 前川 二太郎／編著 北隆館 2021.7

320003247 自然科学
人の暮らしを変えた植物の化学戦
略

⿊柳 正典／著 築地書館 2020.3

320003254 自然科学 土の中の美しい生き物たち 萩原 康夫／編著 朝倉書店 2019.12

320003262 自然科学
先生、大蛇が図書館をうろついて
います!

小林 朋道／著 築地書館 2020.4

320003270 自然科学 養生の思想 ⻄平 直／著 春秋社 2021.3
320003288 自然科学 美食のサピエンス史 ジョン・アレン／著 羊土社 2020.10

320003296 自然科学
イラストで理解するケアマネのた
めの薬図鑑

鈴木 匡／監修 中央法規出版 2021.1

320003304 自然科学 ケアリング・ジレンマを超えて
モラル・エコロジー研
究会／編

大学教育出版 2020.3

320003312 歴史 日本中世のムラと神々 大山 喬平／著 岩波書店 2012.3
320003320 技術工学 トイレ学大事典 日本トイレ協会／編 柏書房 2015.9



320003338 自然科学 宇宙物理学ハンドブック 高原 文郎／編集 朝倉書店 2020.2
320003346 自然科学 地形の辞典 日本地形学連合／編 朝倉書店 2017.2

320003353 自然科学 鉱物・宝石の科学事典 日本鉱物科学会／編集 朝倉書店 2019.9

320003361 言語 漢字語源語義辞典 加納 喜光／著 東京堂出版 2014.9
320003379 言語 熟語本位英和中辞典 斎藤 秀三郎／著 岩波書店 2016.10

320003387 文学 巌谷小波お伽作家への道 勝尾 金弥／著
慶応義塾大学出
版会

2000.11

320003395 文学 季語をさかのぼる 小林 祥次郎／著 勉誠出版 2018.12
320003403 自然科学 野尻抱影 野尻 抱影／著 平凡社 2015.12
320003411 文学 寺田寅彦 寺田 寅彦／著 平凡社 2015.12
320003429 総記 岡潔 岡 潔／著 平凡社 2015.12
320003437 自然科学 中谷宇吉郎 中谷 宇吉郎／著 平凡社 2016.2
320003445 自然科学 牧野富太郎 牧野 富太郎／著 平凡社 2016.4
320003452 文学 串田孫一 串田 孫一／著 平凡社 2016.6
320003460 文学 稲垣足穂 稲垣 足穂／著 平凡社 2016.8
320003478 文学 朝永振一郎 朝永 振一郎／著 平凡社 2016.10
320003486 文学 湯川秀樹 湯川 秀樹／著 平凡社 2017.2
320003494 文学 中⻄悟堂 中⻄ 悟堂／著 平凡社 2017.4
320003502 文学 南方熊楠 南方 熊楠／著 平凡社 2017.6
320003510 文学 神谷美恵子 神谷 美恵子／著 平凡社 2017.8
320003528 自然科学 日高敏隆 日高 敏隆／著 平凡社 2017.10
320003536 文学 多田富雄 多田 富雄／著 平凡社 2017.12
320003544 総記 古本屋の女房 田中 栞／著 平凡社 2004.11
320003551 総記 大人が絵本に涙する時 柳田 邦男／著 平凡社 2006.11
320003569 文学 読むことは旅をすること ⻑田 弘／著 平凡社 2008.5
320003577 文学 「五足の靴」をゆく 森 まゆみ／著 平凡社 2018.3
320003585 歴史 三国志談義 安野 光雅／著 平凡社 2009.6
320003593 文学 マザーグースと日本人 鷲津 名都江／著 吉川弘文館 2017.10

320003601 文学 赤い⿃事典
赤い⿃事典編集委員会
／編

柏書房 2018.8

320003619 文学 聴くと聞こえる 谷川 俊太郎／著 創元社 2018.2
320003627 文学 詩を書くってどんなこと? 若松 英輔／著 平凡社 2019.3
320003635 自然科学 生きるも死ぬもこれで十分 帯津 良一／著 法研 2010.6
320003643 文学 もう一度読みたかった本 柳田 邦男／著 平凡社 2011.2
320003650 歴史 南極ではたらく 渡貫 淳子／著 平凡社 2019.1
320003668 自然科学 今⻄錦司 今⻄ 錦司／著 平凡社 2019.2
320003676 社会科学 柳田國男 柳田 國男／著 平凡社 2019.2
320003684 社会科学 宮本常一 宮本 常一／著 平凡社 2019.6
320003692 社会科学 今和次郎 今 和次郎／著 平凡社 2019.8
320003700 文学 折口信夫 折口 信夫／著 平凡社 2019.10
320003718 自然科学 三木成夫 三木 成夫／著 平凡社 2019.12
320003726 文学 私とあなたのあいだ 温 又柔／著 明石書店 2020.10



320003734 文学 知っておきたい日本の漢詩 宇野 直人／著 勉誠出版 2018.10
320003742 文学 洋書天国へようこそ 宮脇 孝雄／著 アルク 2019.7
320003759 文学 世界の8大文学賞 都甲 幸治／著 立東舎 2016.9
320003767 文学 世界文学としての<震災後文学> 木村 朗子／編著 明石書店 2021.3
320003775 文学 文人の系譜 范 淑文／著 三和書籍 2012.3

320003783 文学
遠藤周作 神に問いかけつづける
旅

菅野 昭正／編
慶應義塾大学出
版会

2020.11

320003791 歴史 いまなぜ⽩洲正子なのか 川村 二郎／著 東京書籍 2008.8
320003809 文学 もの言える老人のための条件 原田 國夫／著 彩流社 2021.4
320003817 文学 島国日本の脳をきたえる 茂木 健一郎／著 東京書籍 2011.8
320003825 文学 幸・不幸の分かれ道 土屋 賢二／著 東京書籍 2011.8
320003833 文学 日本人の愛したことば 中⻄ 進／著 東京書籍 2011.9
320003841 文学 失敗談 外山 滋比古／著 東京書籍 2013.5
320003858 文学 松田道雄 松田 道雄／著 平凡社 2021.2
320003866 文学 漂流者の生きかた 五木 寛之／著 東京書籍 2020.7
320003874 文学 司馬遼太郎旅する感性 桑島 秀樹／著 世界思想社 2020.3
320003882 文学 韓国文学を旅する60章 波田野 節子／編著 明石書店 2020.12

320003890 文学 ペストの記憶
ダニエル・デフォー／
著

研究社 2017.9

320003908 文学 オランダの文豪が見た大正の日本 ルイ・クペールス／著 作品社 2019.10

320003916 文学 世界文学あらすじ大事典 1 横山 茂雄／監修 国書刊行会 2005.7
320003924 文学 世界文学あらすじ大事典 2 横山 茂雄／監修 国書刊行会 2005.12
320003932 文学 世界文学あらすじ大事典 3 横山 茂雄／監修 国書刊行会 2006.9
320003940 文学 世界文学あらすじ大事典 4 横山 茂雄／監修 国書刊行会 2007.5
320003957 総記 スモールデータ解析と機械学習 藤原 幸一／著 オーム社 2022.2
320003965 哲学 稽古の思想 ⻄平 直／著 春秋社 2019.4
320004054 社会科学 イスラーム・ジェンダー・スタ 2 ⻑沢 栄治／監修 明石書店 2020.3
320004062 社会科学 柳田國男⺠主主義論集 柳田 國男／著 平凡社 2020.2
320004070 社会科学 モルディブを知るための35章 荒井 悦代／編著 明石書店 2021.12
320004088 社会科学 シンガポールを知るための65章 田村 慶子／編著 明石書店 2021.1
320004096 社会科学 アフガニスタンを知るための70章 前田 耕作／編著 明石書店 2021.9
320004104 自然科学 カントがつかんだ､落ちるリンゴ 渡辺 嘉二郎／著 オーム社 2010.3
320004112 自然科学 杉田⽞⽩と江⼾の蘭学塾 片桐 一男／著 勉誠出版(発売) 2021.7
320004120 技術工学 新しい世界の資源地図 ダニエル・ヤーギン／著東洋経済新報社 2022.2
320004138 技術工学 センサの技術 鷹野 英司／共著 オーム社 2021.11
320004146 社会科学 途上国の産業人材育成 山田 肖子／編著 日本評論社 2021.1
320003973 哲学 日本人を肯定する 田中 英道／著 勉誠出版 2018.9
320004153 自然科学 ⻩金比 フェルナンド・コルバ 近代科学社 2019.8
320004161 芸術娯楽 落語の博物誌 岩崎 均史／著 吉川弘文館 2004.2
320004179 芸術娯楽 正倉院と日本文化 米田 雄介／著 吉川弘文館 1998.1
320004187 言語 ナラティブ研究の可能性 秦 かおり／編 ひつじ書房 2020.12
320004195 文学 『その他の外国文学』の翻訳者 ⽩水社編集部／編 ⽩水社 2022.2



320004203 文学 文学の環境を探る 野田 研一／編 玉川大学出版部 2020.5
320004211 文学 「ジェンダー」で読む物語 高岡 尚子／編著 かもがわ出版 2019.2
320004229 哲学 フィクションの哲学 清塚 邦彦／著 勁草書房 2017.6
320004245 文学 死者との邂逅 道家 英穂／著 作品社 2015.5

320003981 自然科学 疫病の世界史 上
フランク・M.スノー
デン／著

明石書店 2021.11

320003999 自然科学 疫病の世界史 下
フランク・M.スノー
デン／著

明石書店 2021.11

320004005 歴史 人びとのなかの冷戦世界 益田 肇／著 岩波書店 2021.4

320004021 社会科学
ソーシャル・イノベーションの理
論と実践

今里 滋／編 明石書店 2022.3

320004013 歴史 グローバル時代の世界史の読み方 宮崎 正勝／著 吉川弘文館 2004.12

320004039 社会科学 次なる100年 水野 和夫／著 東洋経済新報社 2022.2

320004047 社会科学
激動の世界に対処する思考の転換
5つの鍵

飯田 汎／著 勉誠出版 2020.4

320004237 自然科学 だいすきスイーツで自由研究 盛口 満／監修 主婦と生活社 2015.6


