
2022.6.9

分野 書名 著者名 出版社
法学入門 宍戸常寿 有斐閣

条文ガイド六法 憲法 第２版 尾崎哲夫 自由国民社

大学生活と法学 江藤祥平 有斐閣

一歩先への憲法入門 片桐直人 有斐閣

憲法（ファーストトラックシリーズ 1） 伊藤真 弘文堂

商法 第2版（ファーストトラックシリーズ 4） 伊藤真 弘文堂

情報リテラシー教科書 Windows 10/Office2019対応版 矢野 文彦 オーム社

ディープ・アクティブラーニング 松下 佳代 勁草書房

未来ＩＴ図解アフターコロナのITソリューション 谷田部卓 エムディエヌコーポレーション

未来ＩＴ図解これからのデータサイエンスビジネス 松本 健太郎 エムディエヌコーポレーション

未来ＩＴ図解これからのディープラーニングビジネス 南野 充則 エムディエヌコーポレーション

未来ＩＴ図解これからのＡＩビジネス 谷田部 卓 エムディエヌコーポレーション

未来ＩＴ図解 これからのIoTビジネス ＩｏＴ産業技術研究会 エムディエヌコーポレーション

日経MOOK まるわかり！５Ｇビジネス 〈2022〉 日経ＢＰＭ 日本経済新聞出版

2060未来創造の白地図 川口 伸明 技術評論社

2030年―すべてが「加速」する世界に備えよ ピーター・ディアマンディス ニューズピックス

10年後に生き残るための建設ＤＸの現在地 小松 延顕 サンルクス

改革・改善のための戦略デザイン　建設業ＤＸ 阿部 守 秀和システム

日経ムック 店舗ＤＸ 〈2022〉 日経ＢＰＭ 日本経済新聞出版

社会保障DX戦略 立石 英司 日本実業出版社

改革・改善のための戦略デザイン　自治体ＤＸ 宮里 隆司 秀和システム

図解とマンガでわかるプロジェクトを成功させる技術 芝本 秀徳 ディスカヴァー・トゥエンティワン

アグリビジネス進化論 トーマツ プレジデント社

プロダクトマネジメントのすべて 及川卓也 翔泳社

スタンフォード大学で一番人気の経済学入門ミクロ編 ティモシー・テイラー かんき出版

第五版中小企業の財務分析経営・原価指標の分析・活用 宇田川荘二 同友館

詳説政治・経済研究　第３版 藤井 剛 山川出版社

日本経済史 沢井 実 有斐閣
現代中小企業論(増補版) 高田 亮爾 同友館

「専門家」以外の人のためのリサーチ＆データ活用の教科書 米田 恵美子 東洋経済新報社

統計学が見つけた野球の真理 鳥越 規央 講談社

統計学の基礎から学ぶExcelデータ分析の全知識 三好 大悟 インプレス

ゴリラ部長が教えてくれた統計の「超」入門 表 孝憲 技術評論社
デルタ・ベースボール・リポート〈５〉 岡田 友輔 水曜社
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分野 書名 著者名 出版社
グラフとクイズで見えなかった世界が見えてくるすごい統計学 本丸諒 飛鳥新社

マンガでわかる統計学 大上 丈彦 ＳＢクリエイティブ

文系のためのめっちゃやさしい統計 倉田 博史 ニュートンプレス

数学ガールの秘密ノート やさしい統計 結城 浩 SBクリエイティブ

マンガで学ぶエクセル　集計・分析ピボットテーブル 木村 幸子 マイナビ出版

マンガで学ぶエクセル関数 木村 幸子 マイナビ出版

マンガで学ぶはじめてのエクセル 木村 幸子 マイナビ出版

MacBook完全マニュアル 〈2022〉 スタンダーズ スタンダーズ

はじめて学ぶ体育・スポーツ哲学 髙橋徹 みらい

体育科教育学入門　三訂版 岡出 美則 大修館書店

はじめの一歩のイラスト生理学 改訂第2版 照井直人 羊土社

体育史講義 岸野雄三 大修館書店

教師のための運動学 吉田 茂 大修館書店

体つくり運動―授業の考え方と進め方 文部科学省 東洋館出版社

子どもの健康と安全 大西 文子 中山書店

ソーシャルワーカーという仕事 宮本 節子 筑摩書房

テキスト生涯学習　「新訂2版」 田中 雅文　 学文社

新・視覚障害教育入門 青柳 まゆみ ジアース教育新社

発達心理学 林　創 ミネルヴァ書房

認知バイアス事典 高橋昌一郎 フォレスト出版

10日間でマスター ！VectorWorks(ver.2018/2017対応） 山川 佳伸 エクスナレッジ

ARCHICAD21ではじめるBIM設計入門　企画設計編 鈴木 裕二 エクスナレッジ

ARCHICAD21ではじめるBIM設計入門基本・実施設計編 ＢＩＭ　ＬＡＢＯ エクスナレッジ

建設ＩＴガイド〈2022〉 経済調査会 経済調査会

初めて学ぶ鉄筋コンクリート構造 林静雄他 市ケ谷出版社

建築施工テキスト 兼歳昌直 井上書院

服のシワを描く（モルフォ人体デッサンミニシリーズ） ミシェル・ローリセラ グラフィック社

馬場のぼるのスケッチブック 馬場 のぼる こぐま社

11ぴきのねこシリーズ 馬場 のぼる こぐま社

ムーミンのおはなし絵本（講談社） トーベ・ヤンソン 講談社

絵本・ムーミン谷から（講談社） トーベ・ヤンソン 講談社

徳間書店のムーミン絵本 トーベ・ヤンソン 徳間書店

南の海で楽しいバカンス トーベ・ヤンソン 筑摩書房

日本美術の歴史 辻 惟雄 東京大学出版会

西洋美術史入門 池上英洋 筑摩書房
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分野 書名 著者名 出版社
美術でめぐる　西洋史年表 池上英洋 新星出版社

めぐる日本のモノづくり LEXUS 美術出版社

つなぐ日本のモノづくり LEXUS 美術出版社

ひらく日本のモノづくり LEXUS 美術出版社

デザイナーズＦＩＬＥ〈２０２２〉 カラーズ カラーズ

ふつう 深澤 直人 ディアンドデパートメント

小松の本 小松誠 ADP

スペキュラティヴ・デザイン アンソニー・ダン ビー・エヌ・エヌ新社

イラストレーション = ILLUSTRATION 2020 平泉康児 翔泳社

VISIONS 2022 ILLUSTRATORS BOOK KADOKAWA

GOOD SMILE 100%ORANGE 玄光社

デザイン・メイキング167 ＭｄＮ書籍編集部 エムディエヌコーポレーション

ソール・ライターのすべて ソール・ライター 青幻舎

絵本作家61人のアトリエと道具 玄光社

絵本をつくりたい人へ（改訂増補版） 土井 章史　 玄光社　

現代文解釈の基礎 遠藤嘉基 筑摩書房

思考を鍛えるレポート・論文作成法 第3版 井下千以子 慶応義塾大学出版会

よくわかる英語の基本 澤井　康佑 開拓社

基礎からレッスンはじめての中国語 南雲大悟 ナツメ社

自衛隊防災BOOK マガジンハウス マガジンハウス

社会で生きていくために知っておきたい知識  泉　美智子 KADOKAWA

ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本 主婦の友社 主婦の友社

離れたくても離れられないあの人からの「攻撃」がなくなる本 Joe SBクリエイティブ

不登校・ひきこもりの心がわかる本 磯部 潮 講談社

トラウマのことがわかる本 白川 美也子 講談社

うつ病のことがよくわかる本 野村 総一郎 講談社

同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 早川書房

赤と青とエスキース 青山 美智子 ＰＨＰ研究所

スモールワールズ 一穂 ミチ 講談社

六人の嘘つきな大学生  浅倉　秋成 KADOKAWA

マスカレード・ホテル 東野 圭吾 集英社

女のいない男たち 村上春樹 文藝春愁

月と六ペンス サマセット・モーム 新潮社

白夜行 東野圭吾 集英社

死にたいけどトッポッキは食べたい ペク セヒ 光文社
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分野 書名 著者名 出版社
DVD 宇宙戦艦ヤマト<完全版> 松本零士 バンダイビジュアル


