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分野 書名 著者名 出版社

NEURO : 神経発達障害という突破口 浅見淳子 花風社

ﾘｽﾄｶｯﾄ・自傷行為のことがよくわかる本 林直樹 講談社 

なかなか治らない難治性のうつ病を治す本 田島治 講談社 

てんかん発作こうすればだいじょうぶ 川崎淳 クリエイツかもがわ

発達障害の大学生のためのキャンパスライフQ&A 石井京子 弘文堂

いじめ加害者にどう対応するか 斎藤 環 岩波書店

心の容量 (キャパ) が増えるメンタルの取扱説明書 エマ・ヘップバーン ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨｰﾜﾝ

APD(聴覚情報処理障害)がわかる本 小渕千絵 講談社 

学生支援 読み書き困難の支援につなげる大学生の読字・書字アセスメント 高橋知音 金子書房

学び手の視点から創る中学校・高等学校の保健体育授業〈体育編〉 鈴木直樹 大学教育出版

中学校・高等学校体育科教育法 白旗和也 建帛社

レポート 大学生のためのﾚﾎﾟｰﾄ・卒論で困らないﾜｰﾄﾞ/ﾊﾟﾜﾎﾟ/ｴｸｾﾙのｺﾂ 染谷昌利 秀和システム

調べ事 調べる技術 小林 昌樹 皓星社

教養 失敗の科学 マシュー・サイド ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨｰﾜﾝ

地図 地図と地名に秘められた 北海道の暗号 谷川彰英 宝島社

科学 複雑系―科学革命の震源地・サンタフェ研究所の天才たち 	Ｍ．Ｍ．ワールドロップ 新潮社

歴史 日米戦争を起こしたのは誰か 加瀬　英明　他 勉誠出版

古代兵法 闘戦経 笹森 順造 日本出版放送企画

社会学 物語の力‐物語の内容分析と表現分析 高田 明典 大学教育出版

SNSマーケティング大全 門口妙子 ぱる出版

世界のエリートが学んでいる

MBAマーケティング必読書50冊を1冊にまとめてみた
永井　孝尚 KADOKAWA

奇跡の小売り王国「北海道企業」はなぜ強いのか 浜中淳 講談社

経理になった君たちへ 白井 敬祐 税務研究会

物価とは何か 渡辺 努 講談社

日本史で学ぶ経済学 横山和輝 東洋経済新報社

未来への大分岐 マルクス・ガブリエル 集英社

ﾋﾞｼﾞﾈｽ書ﾍﾞｽﾄｾﾗｰを100冊読んで分かった成功の黄金律 堀元見 徳間書店
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世界のエリートが学んでいるMBA必読書50冊を1冊にまとめてみた 永井　孝尚 KADOKAWA

2023年度版 みんなが欲しかった! 中小企業診断士合格へのはじめの一歩 TAC株式会社(中小企業診断士講座) 編著 TAC出版

13歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡 幸子 ＷＡＶＥ出版

父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。 ヤニス・ファロファキス ダイヤモンド社

人新世の「資本論」 斎藤幸平 集英社

こころ動かす経済学 日本経済新聞社 日経ＢＰＭ

販売士2級ハンドブック(上巻･下巻)+演習問題集 日本商工会議所・全国商工会連合会編 カリアック

販売士3級ハンドブック(上巻･下巻)+演習問題集 日本商工会議所・全国商工会連合会編 カリアック

SW 心のケアが必要な思春期・青年期のｿｰｼｬﾙﾜｰｸ 西隈亜紀 中央法規出版

スクールソーシャルワークの実践と理論 山田恵子 明誠書林

スクールソーシャルワーカー実務テキスト 金澤ますみ 学事出版

不自由な脳 : 高次脳機能障害当事者に必要な支援 鈴木大介 金剛出版

発達障害のある人の「ものの見方・考え方」 高岡佑壮 ミネルヴァ書房

保育で使えるからだの土台を作る運動遊び100 佐々木祥子 中央法規出版

子どもの育ちを支える「気づく力」 鈴木八朗 中央法規出版

シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか 中囿 桐代 勁草書房

新版　社会福祉法の解説 社会福祉法令研究会 中央法規

社会保障 15歳からの社会保障 	横山 北斗 日本評論社

UD 見えにくい、読みにくい「困った！」を解決するﾃﾞｻﾞｲﾝ 間嶋 沙知 マイナビ出版

スポーツとまちづくりのイノベーション 大阪成蹊大学ｽﾎﾟｰﾂｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究所 創文企画

コンテンツが拓く地域の可能性 大谷尚之 同文舘出版

地域ブランド・マネジメント 和田充夫 有斐閣

成功する「地域ブランド」戦略 橋爪/紳也 PHP研究所

SDGｓ SDGs用語辞典 小林亮 山と溪谷社

感性工学 感性工学とAI、VRへの応用 長町三生 海文堂出版

情報 マスタリングTCP/IP 入門編 井上 直也 オーム社

フォークの歯はなぜ四本になったか ヘンリーペトロスキー 平凡社

未来のモノのデザイン ドナルド A. ノーマン著 新曜社

日本航空 ＪＡＬの奇跡―稲盛和夫の善き思いがもたらしたもの 大田 嘉仁 致知出版社
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矩計図って何なん!? 蕪木孝典 オーム社

建築ってなんだ？ 中山 繁信 オーム社

積雪・寒風地の建築マニュアル 大山政彦 鹿島出版会

建築知識ビルダーズ　№51 ***** エクスナレッジ

ぜんぶ絵でわかる3鉄骨造 照井 康穂　他 エクスナレッジ

伊礼智の住宅デザイン学校　10人の建築家が教える設計の上達法 伊礼智 エクスナレッジ

種類・特徴から材質・用途までわかる樹木と木材の図鑑 西川 栄明　他 創元社

間取りがおもしろい平屋 主婦と生活社 住まいと暮らしの雑誌編集部

Archicad 26ではじめるBIM設計入門［企画設計編］ BIM LABO エクスナレッジ

多様化する構造デザイン 日本構造家倶楽部多様化する構造デザイン編集委員会 建築技術

建築デザイン製図 松本 正富 学芸出版社

PUBLIC DESIGN 新しい公共空間のつくりかた 馬場 正尊 学芸出版社

公共R不動産のプロジェクトスタディ 馬場 正尊  学芸出版社

半建築 長坂常 フィルムアート社

1000%の建築 つづき 谷尻 誠  エクスナレッジ

現代建築家コンセプト・シリーズ29 能作文徳｜野生のエディフィス 能作文徳 LIXIL出版

現代建築家コンセプト・シリーズ26 仲俊治｜2つの循環 仲俊治 LIXIL出版

現代建築家コンセプト・シリーズ22 島田陽｜日常の設計の日常 島田陽 LIXIL出版

ひと目でわかる ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ブライアン・コール 大修館書店

サッカーシステム大全 岩政大樹 マイナビ出版

野球解析図鑑 川村卓 ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ

図解でわかる!イップスの克服 谷口智哉 BABジャパン

運動脳 アンデシュ・ハンセン サンマーク出版

現代社会とスポーツの社会学 高峰 修 杏林書院

これからのスポーツの話をしよう 大峰 光博 晃洋書房

最高のコーチは、教えない 吉井理人 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨｰﾜﾝ

NPB以外の選択肢 宮寺匡広 彩流社

コンディショニングTips［前編］ 大塚潔 ブックハウス・エイチディ

コンディショニングTips［後編］ 大塚潔 ブックハウス・エイチディ

ムーブメントスキルを高める 朝倉全紀 ブックハウス・エイチディ
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体力トレーニング検定1級問題集 NSCAジャパン

体力トレーニング検定2級問題集 NSCAジャパン

体力トレーニング検定3級問題集 NSCAジャパン

NSCAレジスタンストレーニングのためのエクササイズテクニックマニュアル第3版 NSCAジャパン

トレーニング指導者ﾃｷｽﾄ　理論編 改訂版 日本トレーニング指導者協会 大修館書店

トレーニング指導者ﾃｷｽﾄ　実践編 改訂版 日本トレーニング指導者協会 大修館書店

トレーニング指導者テキスト　実技編 日本トレーニング指導者協会 大修館書店

JATI 一般科目ワークノート 改訂版 日本トレーニング指導者協会

JATI 専門科目ワークノート 改訂版 日本トレーニング指導者協会

JATI認定トレーニング指導者 認定試験（一般・専門）模擬問題集 改訂版 日本トレーニング指導者協会

スポーツ医学検定公式テキスト 2級・3級 改訂版 日本スポーツ医学検定機構 東洋館出版社

スポーツ医学検定公式テキスト 1級 日本スポーツ医学検定機構 東洋館出版社

ペインティングレッスン ジュリエット・アリスティデス ボーンデジタル

リアリズム絵画入門 野田 弘志 芸術新聞社

人間賛歌 ロバート・ハインデルの至芸 ロバート・ハインデル シングルカット

吉田博 作品集 吉田博 東京美術

定番フォントガイドブック タイポグラフィ編集部 グラフィック社

3色だけでセンスのいい色 PART2 ingectar-e インプレス

感性デザイン 井上 勝雄 エヌ・ティー・エス

究極のロゴデザイン デザインノート編集部 誠文堂新光社

魅きつける！ｽｲｰﾂ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｺﾚｸｼｮﾝ インパクト・コミュニケーションズ グラフィック社

木工 はじめての木象嵌 橋本元宏 日貿出版社

星空 やなせたかし画集 やなせたかし サンリオ

翳色 おく作品集 おく 翔泳社

馬場のぼる　ねこと漫画と故郷と 馬場のぼる こぐま社

ムーミン画集ふたつの家族 講談社

佐々木マキ　アナーキーなナンセンス詩人 佐々木マキ 河出書房新社

14ひきのアトリエから いわむらかずお 童心社

ﾖｼﾀｹｼﾝｽｹ ｽｹｯﾁ集　ﾃﾞﾘｶｼｰ体操 ヨシタケシンスケ グラフィック社

子どものアトリエ 西巻芽子 こぐま社
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かこさとしの世界 加古総合研究所 平凡社

ﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾞﾙｰﾅ　ぼくのこと、ﾐｯﾌｨｰのこと ﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾞﾙｰﾅ 講談社

誕生65周年記念　ミッフィー展 ﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾞﾙｰﾅ 朝日新聞社

五味太郎 絵本図録 五味太郎 青幻舎

イラストレーション 2023 平泉 康児 翔泳社

よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし 及川賢治 岩崎書店

そのうちプラン ヨシタケシンスケ 遊タイム出版

ひとりごと絵本 100%ORANGE リトル・モア

漫画 大奥 よしながふみ 白泉社

ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ絵ｺﾝﾃ全集　もののけ姫 宮﨑駿 徳間書店

アニメができるまで 大塚隆史 飛鳥新社

動画でわかるカット割りの教科書 藍河 兼一 玄光社

新版 映像制作ハンドブック グラスバレー 玄光社

映像編集の技法 スティーヴ・ハルフィッシュ フィルムアート社

世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島 真也 技術評論社

韓国語能力検定TOPIKⅠ初級完全対策 韓国語評価研究所 HANA

韓国語能力検定TOPIK 1･2級 初級単語800 河仁南 語研

独検過去問題集2020年版<5級・4級・3級> (財)ドイツ語学文学振興会編 郁文堂

独検過去問題集2021年版<5級・4級・3級> (財)ドイツ語学文学振興会編 郁文堂

独検過去問題集2022年版<5級・4級・3級> (財)ドイツ語学文学振興会編 郁文堂

微妙な違いがスーッとわかる 英単語使い分け図鑑 田畑 あや子 ナツメ社

残された人が編む物語 桂望実 祥伝社

月とコーヒー 吉田 篤弘 徳間書店

あのひとは蜘蛛を潰せない 彩瀬まる 新潮社

変な絵 雨穴 双葉社

寡黙な死骸 みだらな弔い 小川洋子 中央公論新社

薬指の標本 小川洋子 新潮社

つむじ風食堂の夜 吉田 篤弘 筑摩書房

それからはスープのことばかり考えて暮らした 吉田 篤弘 中央公論新社

レインコートを着た犬 吉田 篤弘 中央公論新社
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マグマ 真山 仁 KADOKAWA

トヨトミの野望―小説・巨大自動車企業 梶山三郎 講談社

ルパン三世カリオストロの城 モンキー・パンチ バップ

OVER DRIVE 羽住英一郎 東宝

高齢者のレクリェーション支援 薗田碩哉 株式会社アローウィン

高齢者のアルコール依存 安田美彌子 株式会社アローウィン

依存症と共依存 松下年子 株式会社アローウィン

分野 書名 著者名 出版社

大学生のための情報処理演習 立野貴之 共立出版

データサイエンス「超」入門 松本健太郎 毎日出版

30時間アカデミックOffice2021 杉本くみ子 実教出版

できるWord思い通り全部入り。 石田かのこ インプレス

できるポケットWord2021 田中亘 インプレス

教養 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷裕子 東京堂出版

文章 学生のための文章表現＆口頭発表 練習帳 銅直信子 国書刊行会

漢字 漢字ときあかし辞典 円満字二郎 研究社

ﾚﾌｧﾚﾝｽ 子どものころ読んだおとぎ話37選 天沼春樹 東京書籍

ｷｬﾘｱ 大学生として学ぶ自分らしさとｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 高丸理香 有斐閣

栄養 はじめての食品成分表 八訂版 香川明夫 女子栄養大学出版部

ｽﾎﾟｰﾂ アスリートケアマニュアル テーピング 小柳磨毅 文光堂

電子図書館KinoDen新着図書

情報

小説

DVD


