
No タイトル 著者 出版社 分野

1
自動人形の城　人工知能の意図理解をめぐ
る物語

川添愛
東京大学
出版会

総記 2017 12

2 決定版ＡＩ　人工知能 樋口晋也;城塚音也
東洋経済
新報社

総記 2017 04

3 ＡＩ　ｖｓ．　教科書が読めない子どもたち 新井紀子
東洋経済
新報社

総記 2018 02

4
文系ＡＩ人材になる　統計・プログラム知識は
不要

野口竜司
東洋経済
新報社

総記 2020 01

5
AIにできること、できないこと　ビジネス社会
を生きていくための4つの力

藤本浩司;芝原一友
日本評論
社

総記 2019 02

6
続　AIにできること、できないこと　すっきり分
かる「最強AI」のしくみ

藤本浩司【監修】;芝原
一友【著】

日本評論
社

総記 2019 11

7 VR原論　人とテクノロジーの新しいリアル 服部桂 翔泳社 総記 2019 05

8
ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ　四騎士が創り変えた世
界　四騎士が創り変えた世界

スコット・ギャロウェイ
【著】;渡会圭子　【訳】

東洋経済
新報社

総記 2018 08

9
ハッキング・ラボのつくりかた　仮想環境にお
けるハッカー体験学習

IPUSIRON 翔泳社 総記 2018 12

10 UX原論　ユーザビリティからUXへ 黒須正明
近代科学
社

総記 2020 04

11
決定版　サイバーセキュリティ　新たな脅威
と防衛策

ブループラネットワー
クス

東洋経済
新報社

総記 2018 11

12
ＱＲコードの奇跡　モノづくり集団の発想転換
が革新を生んだ

小川進
東洋経済
新報社

総記 2020 02

13
SQL　第2版　ゼロからはじめるデータベース
操作

ミック 翔泳社 総記 2016 06

14 システム開発 受託契約の教科書 池田聡 翔泳社 総記 2018 01

15
絵で見てわかるOS／ストレージ／ネットワー
ク　新装版

木村達也　ほか【著】;
小田圭二【著・監修】

翔泳社 総記 2019 09

16
現場で使える！Python自然言語処理入門
（ＡＩ　＆　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ）

赤石雅典;江澤美保 翔泳社 総記 2020 01

17 正規表現辞典　改訂新版 佐藤竜一 翔泳社 総記 2018 05

18
作ればわかる！Androidプログラミング
Kotlin対応　10の実践サンプルで学ぶ
Androidアプリ開発入門

金宏和實 翔泳社 総記 2019 06

19
これからの図書館　まちとひとが豊かになる
しかけ

谷一文子 平凡社 総記 2019 11

20 図書館を語る　未来につなぐメッセージ 山崎博樹 青弓社 総記 2021 08

21
まちづくりと図書館　人々が集い、活動し創
造する図書館へ

大串夏身 青弓社 総記 2021 04

22 公共図書館を育てる 永田治樹 青弓社 総記 2021 10

23
プロ司書の検索術　「本当に欲しかった情
報」の見つけ方（図書館サポートフォーラム
シリーズ）

入矢玲子
日外アソシ
エーツ

総記 2020 10

24
レバレッジ・リーディング　１００倍の利益を稼
ぎ出すビジネス書「多読」のすすめ

本田直之
東洋経済
新報社

総記 2006 12

25
「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく　東
大読書

西岡壱誠
東洋経済
新報社

総記 2018 06

26
教養読書　仕事も人生も読む本で大きく変わ
る

福原義春
東洋経済
新報社

総記 2018 04

27 子どもの本のもつ力　世界と出会える60冊 清水真砂子 大月書店 総記 2019 06

28
増補　論壇の戦後史　（平凡社ライブラリー
873）

奥武則 平凡社 総記 2018 10
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29 ジャーナリストの仕事 齊藤信宏 青弓社 総記 2021 06

30 哲学　（ヒューマニティーズ） 中島隆博 岩波書店 哲学 2009 05

31
若い読者のための哲学史　（イェール大学出
版局 リトル・ヒストリー 2）

ナイジェル・ウォー
バートン【著】;月沢李
歌子【訳】

すばる舎 哲学 2018 04

32 哲学大図鑑　（三省堂大図鑑シリーズ）
ウィル・バッキンガム
【著】;小須田健【訳】

三省堂 哲学 2012 02

33 脱構築　（思考のフロンティア） 守中高明 岩波書店 哲学 1999 12

34
ことばを紡ぐための哲学　東大駒場・現代思
想講義

中島隆博;石井剛【編
著】

白水社 哲学 2019 04

35 身体／生命　（思考のフロンティア） 市野川容孝 岩波書店 哲学 2000 01

36 古典を読む　（ヒューマニティーズ） 小野紀明 岩波書店 哲学 2010 06

37
江戸の読書会　会読の思想史（平凡社ライ
ブラリー 871）

前田勉 平凡社 哲学 2018 09

38 日本思想史の可能性
大隅和雄;大山誠一;長
谷川宏;増尾伸一郎;吉
田一彦

平凡社 哲学 2019 03

39 三島由紀夫と天皇　（平凡社新書 896） 菅孝行 平凡社 哲学 2018 11

40
ガンディー　秘教思想が生んだ聖人（平凡社
新書 899）

杉本良男 平凡社 哲学 2018 12

41 世界戦争の世紀　20世紀知識人群像 桜井哲夫 平凡社 哲学 2019 07

42 存在と苦悩　（白水Uブックス 1112）
アルトゥール・ショーペ
ンハウアー【著】;金森
誠也【編訳】

白水社 哲学 2010 03

43 孤独と人生　（白水Uブックス 1113）
アルトゥール・ショーペ
ンハウアー【著】;金森
誠也【訳】

白水社 哲学 2010 04

44
ニーチェ・セレクション　（平凡社ライブラリー
551）

フリードリヒ・W・ニー
チェ【著】;渡邊二郎
【編】

平凡社 哲学 2005 09

45 心理学大図鑑　（三省堂大図鑑シリーズ）
キャサリン・コーリン
【著】;小須田健【訳】;池
田 健【用語監修】

三省堂 哲学 2013 02

46 近代心理学の歴史　（ＥＴＨレクチャー 1）

カール・グスタフ・ユン
グ【著】;エルンスト・
ファルツェーダー【編】;
河合俊雄【監修】;猪股
剛　ほか【訳】

創元社 哲学 2020 08

47 記憶／物語　（思考のフロンティア） 岡真理 岩波書店 哲学 2000 02

48
なぜあの人の解決策はいつもうまくいくの
か？　小さな力で大きく動かす！システム思
考の上手な使い方

枝広淳子;小田理一郎
東洋経済
新報社

哲学 2007 03

49
成功する人はみんな知っているスピード思考
術

西村克己
東洋経済
新報社

哲学 2008 02

50
「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく
東大思考

西岡壱誠
東洋経済
新報社

哲学 2020 08

51
アイデンティティ／他者性　（思考のフロン
ティア）

細見和之 岩波書店 哲学 1999 10

52 精神分析　（思考のフロンティア） 十川幸司 岩波書店 哲学 2003 11

53
劣等感と人間関係　（アドラー心理学を語る
3）

野田俊作 創元社 哲学 2017 02

54 ユング心理学の世界　（創元アーカイブス） 樋口和彦 創元社 哲学 2019 07

55 自己カウンセリングとアサーションのすすめ 平木典子 金子書房 哲学 2000 03



56
相談の心理学　身近な人のよき理解者・助
言者となるために

福島脩美 金子書房 哲学 2011 05

57
遠隔心理支援　物理的距離を越えてケアを
継続するヒント

竹林由武;前田正治
【編】

誠信書房 哲学 2020 10

58
カウンセリングを考える　上　河合隼雄セレク
ション　（創元こころ文庫）

河合隼雄 創元社 哲学 2015 03

59
カウンセリングを考える　下　河合隼雄セレク
ション　（創元こころ文庫）

河合隼雄 創元社 哲学 2015 03

60
マインドフル・フォーカシング　身体は答えを
知っている

デヴィッド・Ｉ．ローム
【著】;日笠摩子;高瀬健
一【訳】

創元社 哲学 2016 03

61
病気の子どものこころの世界　描画・箱庭・
物語づくりから見えてくるもの

角田哲哉 創元社 哲学 2018 06

62
子育てに苦しむ母との心理臨床　ＥＭＤＲ療
法による複雑性トラウマからの解放

大河原美以
日本評論
社

哲学 2019 12

63
トラウマインフォームドケア　"""問題行動""
を捉えなおす援助の視点"

野坂祐子
日本評論
社

哲学 2019 12

64 幸福論　（白水Uブックス 1098）
アラン【著】;串田孫一;
中村雄二郎【訳】

白水社 哲学 2008 11

65 （英文版）人間を考える Thoughts on Man 松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

哲学 1982 01

66
世界で働く人になる！実践編　グローバルな
環境でたくましく生きるためのヒント２６

田島 麻衣子 アルク 哲学 2018 02

67 無言力　会話のない究極の力 上野真司
ダイヤモン
ド社

哲学 2018 08

68 かなえる力 池田弘 東京書籍 哲学 2014 05

69
やる気の大学　「わかってるけどできない」か
ら卒業する方法

千葉智之
東洋経済
新報社

哲学 2010 06

70
４０代からのライフシフト　実践ハンドブック
８０歳まで現役時代の人生戦略

徳岡晃一郎
東洋経済
新報社

哲学 2019 03

71
志を育てる　増補改訂版　リーダーとして自
己を成長させ、道を切りひらくために

グロービス経営大学
院【著】;田久保善彦
【執筆・監修】

東洋経済
新報社

哲学 2019 05

72 サードドア　精神的資産のふやし方
アレックス・バナヤン
【著】;大田黒奉之【訳】

東洋経済
新報社

哲学 2019 09

73
楽しくなければ仕事じゃない　「今やっている
こと」がどんどん「好きで得意」になる働き方
の教科書

干場弓子
東洋経済
新報社

哲学 2019 11

74
ニューヨーク大学人気講義　ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ
（ハピネス）　ＧＡＦＡ時代の人生戦略

スコット・ギャロウェイ
【著】;渡会圭子【訳】

東洋経済
新報社

哲学 2019 11

75
リード・ザ・ジブン　ユニクロで人材育成の責
任者をやってみた。

宇佐美潤祐
東洋経済
新報社

哲学 2020 01

76
33歳の決断で有名企業500社を育てた渋沢
栄一の折れない心をつくる33の教え

渋澤健
東洋経済
新報社

哲学 2020 06

77 宗教ってなんだろう？　（中学生の質問箱） 島薗進 平凡社 哲学 2017 02

78 聖地巡礼　ビギニング 内田樹;釈徹宗 東京書籍 哲学 2013 08

79 宗教学大図鑑　（三省堂大図鑑シリーズ）

ドーリング・キンダース
リー社【編】;島薗進;中
村圭志【監修】;豊島実
和【訳】

三省堂 哲学 2015 06

80
若い読者のための宗教史　（イェール大学出
版局 リトル・ヒストリー 5）

リチャード・ホロウェイ
【著】;上杉隼人;片桐恵
里【訳】

すばる舎 哲学 2019 04

81
教養として学んでおきたい５大宗教　（マイナ
ビ新書）

中村圭志
マイナビ出
版

哲学 2020 02

82 親鸞　（日本人のこころの言葉） 田中教照 創元社 哲学 2011 03



83
禅ってなんだろう？　あなたと知りたい身心
を調えるおしえ　（中学生の質問箱）

石井清純 平凡社 哲学 2020 03

84
修道院の歴史　聖アントニオスからイエズス
会まで（創元世界史ライブラリー）

杉崎泰一郎 創元社 哲学 2015 05

85
若い読者のためのアメリカ史　（イェール大
学出版局 リトル・ヒストリー 3）

ジェームズ・ウエスト・
デイビッドソン【著】;上
杉隼人;下田明子【訳】

すばる舎 歴史 2018 12

86
若い読者のための考古学史　（イェール大学
出版局 リトル・ヒストリー 4）

ブライアン・フェイガン
【著】;広瀬恭子【訳】

すばる舎 歴史 2019 02

87 歴史／修正主義　（思考のフロンティア） 高橋哲哉 岩波書店 歴史 2001 01

88 歴史学　（ヒューマニティーズ） 佐藤卓己 岩波書店 歴史 2009 05

89 教養としての　世界史の学び方 山下範久【編著】
東洋経済
新報社

歴史 2019 04

90
無縁・公界・楽　増補　　日本中世の自由と
平和（平凡社ライブラリー 150）

網野善彦 平凡社 歴史 1996 06

91
容赦なき戦争　太平洋戦争における人種差
別（平凡社ライブラリー 419）

ジョン・Ｗ．ダワー
【著】;斎藤元一【訳】;猿
谷要【監修】

平凡社 歴史 2001 12

92
名言で楽しむ日本史　（平凡社ライブラリー
702）

半藤一利 平凡社 歴史 2010 06

93
地図とデータでみる都道府県と市町村の成
り立ち　（平凡社新書 940）

齊藤忠光 平凡社 歴史 2020 04

94
古地図が語る大災害　絵図・瓦版で読み解く
大地震・津波・大火の記憶

本渡章 創元社 歴史 2014 12

95 平安貴族　（平凡社ライブラリー 901） 橋本義彦 平凡社 歴史 2020 05

96
秀吉の武威、信長の武威　天下人はいかに
服属を迫るのか　（中世から近世へ）

黒嶋敏 平凡社 歴史 2018 02

97
新視点 関ヶ原合戦　天下分け目の戦いの通
説を覆す

白峰旬 平凡社 歴史 2019 08

98
天下人と二人の将軍　信長と足利義輝・義
昭　（中世から近世へ）

黒嶋敏 平凡社 歴史 2020 05

99
秀吉を襲った大地震　地震考古学で戦国史
を読む　（平凡社新書 504）

寒川旭 平凡社 歴史 2010 01

100
江戸の本屋さん　近世文化史の側面　（平凡
社ライブラリー 685）

今田洋三 平凡社 歴史 2009 11

101 幕末維新を動かした８人の外国人 小島英記
東洋経済
新報社

歴史 2016 01

102 ポストコロニアル　（思考のフロンティア） 小森陽一 岩波書店 歴史 2001 04

103
イノベーターたちの日本史　近代日本の創造
的対応

米倉誠一郎
東洋経済
新報社

歴史 2017 05

104
明治維新とは何だったのか　薩長抗争史か
ら「史実」を読み直す

一坂太郎 創元社 歴史 2017 11

105 日露戦争史　1　（平凡社ライブラリー 839） 半藤一利 平凡社 歴史 2016 04

106 日露戦争史　2　（平凡社ライブラリー 840） 半藤一利 平凡社 歴史 2016 05

107 日露戦争史　3　（平凡社ライブラリー 842） 半藤一利 平凡社 歴史 2016 06

108
地図で読む戦争の時代　描かれた日本、描
かれなかった日本

今尾恵介 白水社 歴史 2011 03

109
地図で読む昭和の日本　定点観測でたどる
街の風景

今尾恵介 白水社 歴史 2012 09

110
昭和史 1926-1945　（平凡社ライブラリー
671）

半藤一利 平凡社 歴史 2009 06

111
昭和史 戦後篇 1945-1989　（平凡社ライブラ
リー 672）

半藤一利 平凡社 歴史 2009 06

112 世界史のなかの昭和史 半藤一利 平凡社 歴史 2018 02



113 増補　南京事件論争史 笠原十九司 平凡社 歴史 2018 12

114
戦後史の正体　１９４５－２０１２（「戦後再発
見」双書 1）

孫崎享 創元社 歴史 2012 08

115
古都の占領　生活史からみる京都 1945‐
1952

西川祐子 平凡社 歴史 2017 08

116 平成史　（平凡社新書 908） 保阪正康 平凡社 歴史 2019 03

117
西洋文化の鼓動と近代京都　蘇った古都の
開化伝

志村和次郎
大学教育
出版

歴史 2011 11

118
在日朝鮮人ってどんなひと？　（中学生の質
問箱）

徐京植 平凡社 歴史 2012 01

119 世界の国旗と国章大図鑑 五訂版 苅安望【編著】 平凡社 歴史 2018 04

120
（英文版）私の生き方考え方 My Way of Life
and Thinking　The Early Entrepreneurial Life
of Founder of Panasonic

松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

歴史 2011 11

121
（英文版）夢を育てる―わが歩みし道―
NURTURING DREAMS My Path in Life　An
Autobiography by the Founder of Panasonic

松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

歴史 2012 06

122
宇宙を目指して海を渡る　ＭＩＴで得た学び、
ＮＡＳＡ転職を決めた理由

小野雅裕
東洋経済
新報社

歴史 2014 05

123
日本列島 地名の謎を解く　地名が語る日本
のすがた

谷川彰英 東京書籍 歴史 2021 10

124 ウスビ・サコの「まだ、空気読めません」 ウスビ・サコ
世界思想
社

社会科学 2021 10

125 いまこそ税と社会保障の話をしよう！ 井手英策
東洋経済
新報社

社会科学 2019 12

126
中国とビジネスをするための鉄則55　国・地
域別ビジネスガイド（アルクはたらく×英語）

吉村章 アルク 社会科学 2017 03

127
シンガポールとビジネスをするための鉄則55
国・地域別ビジネスガイド（アルクはたらく×
英語）

関泰二 アルク 社会科学 2016 12

128
世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目す
るのか

新井均
東洋経済
新報社

社会科学 2020 06

129
変成する思考　グローバル・ファシズムに抗
して（思考のフロンティア）

市野川容孝;小森陽一;
守中高明;米谷匡史

岩波書店 社会科学 2005 08

130 社会　（思考のフロンティア） 市野川容孝 岩波書店 社会科学 2006 10

131
壊れゆく世界と時代の課題　（思考のフロン
ティア）

市野川容孝;小森陽一
【編】

岩波書店 社会科学 2009 03

132
日本人はなぜ国際人になれないのか　翻訳
文化大国の蹉跌

榊原英資
東洋経済
新報社

社会科学 2010 03

133
ＡＩ×人口減少　これから日本で何が起こる
のか

中原圭介
東洋経済
新報社

社会科学 2018 11

134
丹羽宇一郎　令和日本の大問題　現実を見
よ！危機感を持て！

丹羽宇一郎
東洋経済
新報社

社会科学 2020 04

135
ジム・ロジャーズ　大予測　激変する世界の
見方

ジム・ロジャーズ【著】;
花輪陽子;アレックス・
南レッドヘッド【監修・
翻訳】

東洋経済
新報社

社会科学 2020 05

136 アジア／日本　（思考のフロンティア） 米谷匡史 岩波書店 社会科学 2006 11

137 共産主義者宣言　（平凡社ライブラリー 766）
カール・マルクス【著】;
金塚貞文【訳】;柄谷行
人【付論】

平凡社 社会科学 2012 07

138
思考をひらく　分断される世界のなかで（思
考のフロンティア）

姜尚中;齋藤純一;杉田
敦;高橋哲哉

岩波書店 社会科学 2002 02

139 公共性　（思考のフロンティア） 齋藤純一 岩波書店 社会科学 2000 05



140 政治学　（ヒューマニティーズ） 苅部直 岩波書店 社会科学 2012 04

141
未来をはじめる　「人と一緒にいること」の政
治学

宇野重規
東京大学
出版会

社会科学 2018 09

142 正義　（思考のフロンティア） 大川正彦 岩波書店 社会科学 1999 10

143 原理主義　（思考のフロンティア） 臼杵陽 岩波書店 社会科学 1999 11

144 政治学大図鑑　（三省堂大図鑑シリーズ）
ポール・ケリー【著】;豊
島実和【訳】;堀田義太
郎【監修】

三省堂 社会科学 2014 09

145
丸山眞男セレクション　（平凡社ライブラリー
700）

丸山眞男;杉田敦【編】 平凡社 社会科学 2010 04

146
新全体主義の思想史　コロンビア大学現代
中国講義

張博樹【著】;石井知章;
及川淳子;中村達雄
【訳】

白水社 社会科学 2019 05

147 ナショナリズム　（思考のフロンティア） 姜尚中 岩波書店 社会科学 2001 10

148 デモクラシー　（思考のフロンティア） 千葉眞 岩波書店 社会科学 2000 03

149
民主主義の壊れ方　クーデタ・大惨事・テクノ
ロジー

デイヴィッド・ランシマ
ン【著】;若林茂樹【訳】

白水社 社会科学 2020 10

150
独裁者たちの人を動かす技術　時代を変え
た最凶のリーダーシップ

真山知幸 すばる舎 社会科学 2018 08

151 権力　（思考のフロンティア） 杉田敦 岩波書店 社会科学 2000 06

152
国ってなんだろう？　あなたと考えたい「私と
国」の関係　（中学生の質問箱）

早尾貴紀 平凡社 社会科学 2016 02

153
天皇制ってなんだろう？　あなたと考えたい
民主主義からみた天皇制　（中学生の質問
箱）

宇都宮健児 平凡社 社会科学 2018 12

154 自由　（思考のフロンティア） 齋藤純一 岩波書店 社会科学 2005 12

155
家族をテロリストにしないために　イスラム系
セクト感化防止センターの証言

ドゥニア・ブザール;児
玉しおり【訳】

白水社 社会科学 2017 09

156 レイシズム　（思考のフロンティア） 小森陽一 岩波書店 社会科学 2006 09

157
「ハーフ」ってなんだろう？　あなたと考えた
いイメージと現実　（中学生の質問箱）

下地ローレンス吉孝
【著】

平凡社 社会科学 2021 04

158 リージョナリズム　（思考のフロンティア） 丸川哲史 岩波書店 社会科学 2003 10

159 自治体経営リスクと政策再生
宮脇淳【編著】;佐々木
央;東宣行;若生幸也
【著】

東洋経済
新報社

社会科学 2017 04

160
AI×地方創生　データで読み解く地方の未
来

広井良典;須藤一磨;福
田幸二

東洋経済
新報社

社会科学 2020 03

161 新しい地政学
北岡伸一;細谷雄一
【編】

東洋経済
新報社

社会科学 2020 03

162 リーガル・リサーチ　第5版
いしかわまりこ;藤井康
子;村井のり子【著】;指
宿信;齊藤正彰【監修】

日本評論
社

社会科学 2016 03

163 法学　（ヒューマニティーズ） 中山竜一 岩波書店 社会科学 2009 07

164 法　（思考のフロンティア） 守中高明 岩波書店 社会科学 2005 06

165 対訳 英語版でよむ 日本の憲法
柴田元幸【訳】;木村草
太【監修】

アルク 社会科学 2021 04

166 基本行政法　第3版 中原茂樹
日本評論
社

社会科学 2018 03

167
民法総則　補訂版　（日評ベーシック・シリー
ズ）

原田昌和;寺川永;吉永
一行

日本評論
社

社会科学 2018 11

168
離婚後の子どもをどう守るか　「子どもの利
益」と「親の利益」

梶村太市;長谷川京子;
吉田容子【編著】

日本評論
社

社会科学 2020 03



169
企業法とコンプライアンス　第３版　“法令遵
守”から“社会的要請への適応”へ

郷原信郎【編著】
東洋経済
新報社

社会科学 2017 10

170
事業担当者のための逆引きビジネス法務ハ
ンドブック　Ｍ＆Ａ契約書式編

塩野誠;宮下和昌
東洋経済
新報社

社会科学 2018 04

171 基本刑法　各論　第2版　2
大塚裕史;十河太朗;塩
谷毅;豊田兼彦

日本評論
社

社会科学 2018 04

172
感情や行動をコントロールできない子どもの
理解と支援　児童自立支援施設の実践モデ
ル

大原天青 金子書房 社会科学 2019 10

173
仕事も人間関係もうまくいく 「気遣い」のキホ
ン

三上ナナエ すばる舎 社会科学 2014 02

174
これだけ！　プレゼンの本質　選ばれ続ける
ためのダイヤモンド・プレゼンテーション

野村尚義 すばる舎 社会科学 2014 02

175
0秒リーダーシップ　「これからの世界」で圧
倒的な成果を上げる仕事術

ピョートル・フェリーク
ス・グジバチ

すばる舎 社会科学 2016 07

176
会社では教えてもらえない　仕事が速い人の
手帳・メモのキホン　（会社では教えてもらえ
ないシリーズ）

伊庭正康 すばる舎 社会科学 2016 11

177
会社では教えてもらえない　仕事がデキる人
の資料作成のキホン　（会社では教えてもら
えないシリーズ）

永田豊志 すばる舎 社会科学 2017 05

178
会社では教えてもらえない　生産性が高い人
の思考整理のキホン　（会社では教えてもら
えないシリーズ）

井上龍司 すばる舎 社会科学 2017 06

179
シンプルに結果を出す人の 5W1H思考　も
う、あらゆるフレームワークに頼るのはやめ
よう

渡邉光太郎 すばる舎 社会科学 2017 07

180
会社では教えてもらえない　残業ゼロの人の
段取りのキホン　（会社では教えてもらえな
いシリーズ）

伊庭正康 すばる舎 社会科学 2017 07

181
会社では教えてもらえない　上に行く人の報
連相のキホン　（会社では教えてもらえない
シリーズ）

車塚元章 すばる舎 社会科学 2017 12

182
会社では教えてもらえない　結果を出せる人
のビジネスマナーのキホン　（会社では教え
てもらえないシリーズ）

尾形圭子 すばる舎 社会科学 2018 01

183
会社では教えてもらえない　数字を上げる人
の営業・セールストークのキホン　（会社では
教えてもらえないシリーズ）

伊庭正康 すばる舎 社会科学 2018 02

184
会社では教えてもらえない　人を動かせる人
の文章のキホン　（会社では教えてもらえな
いシリーズ）

吉田裕子 すばる舎 社会科学 2018 03

185
会社では教えてもらえない　一気に伸びる人
の自己投資のキホン　（会社では教えてもら
えないシリーズ）

安井元康 すばる舎 社会科学 2018 05

186 習慣が10割 吉井雅之 すばる舎 社会科学 2018 11

187
会社では教えてもらえない　ムダゼロ・ミスゼ
ロの人の伝え方のキホン　（会社では教えて
もらえないシリーズ）

山口拓郎 すばる舎 社会科学 2019 01

188
会社では教えてもらえない　一瞬で仕事が片
づく人のExcelのキホン　（会社では教えても
らえないシリーズ）

一木伸夫 すばる舎 社会科学 2019 03

189
会社では教えてもらえない　集中力がある人
のストレス管理のキホン　（会社では教えて
もらえないシリーズ）

川野泰周 すばる舎 社会科学 2019 05

190
ホモ・デジタリスの時代　ＡＩと戦うための（革
命の）哲学

ダニエル・コーエン
【著】;林昌宏【訳】

白水社 社会科学 2019 09



191
英語の経済指標・情報の読み方　お金の運
用のプロがやっている！

北都 光 アルク 社会科学 2018 01

192 行動経済学入門
筒井義郎;佐々木俊一
郎;山根承子;グレッグ・
マルデワ

東洋経済
新報社

社会科学 2017 05

193
お金ってなんだろう？　あなたと考えたいこ
れからの経済　（中学生の質問箱）

長岡慎介 平凡社 社会科学 2017 05

194
はじめよう地域産業連関分析　基礎編　改訂
版　　Excelで初歩から実践まで

土居英二;浅利一郎;中
野親徳【編著】

日本評論
社

社会科学 2019 02

195 経済学大図鑑　（三省堂大図鑑シリーズ）

ナイアル・キシテイ
ニー【著】;小須田健
【訳】;若田部昌澄【監
修】

三省堂 社会科学 2014 02

196 英語原典で読む現代経済学 根井雅弘 白水社 社会科学 2020 06

197
経済学者はこう考えてきた　古典からのアプ
ローチ（平凡社新書 893）

根井雅弘 平凡社 社会科学 2018 10

198 資本　（思考のフロンティア） 崎山政毅 岩波書店 社会科学 2004 07

199 市場　（思考のフロンティア） 金子勝 岩波書店 社会科学 1999 10

200 ラディカル・マーケット　脱・私有財産の世紀
エリック・Ａ．ポズナー;
Ｅ・グレン・ワイル【著】

東洋経済
新報社

社会科学 2020 01

201
若い読者のための経済学史　（イェール大学
出版局 リトル・ヒストリー 1）

ナイアル・キシテイ
ニー【著】;月沢李歌子
【訳】

すばる舎 社会科学 2018 02

202 経済がわかる　論点５０ 2015 みずほ総合研究所
東洋経済
新報社

社会科学 2014 11

203 デジタル国富論
此本臣吾【監修】;森健
【編著】

東洋経済
新報社

社会科学 2020 04

204 日本史で学ぶ経済学 横山和輝
東洋経済
新報社

社会科学 2018 10

205
デービッド・アトキンソン　新・生産性立国論
人口減少で「経済の常識」が根本から変わっ
た

デービッド・アトキンソ
ン

東洋経済
新報社

社会科学 2018 03

206 現代人口経済学 松浦司
日本評論
社

社会科学 2020 01

207
移民・難民・マイノリティ　欧州ポピュリズム
の根源

羽場久美子【編著】 彩流社 社会科学 2021 02

208
ふるさとって呼んでもいいですか　６歳で「移
民」になった私の物語

ナディ 大月書店 社会科学 2019 06

209
西洋の自死　移民・アイデンティティ・イスラ
ム

ダグラス・マレー【著】;
中野剛志【解説】;町田
敦夫【訳】

東洋経済
新報社

社会科学 2018 12

210
よい移民　現代イギリスを生きる２１人の物
語

ニケシュ・シュクラ
【編】;栢木清吾【訳】

創元社 社会科学 2019 08

211
「移民の国アメリカ」の境界　歴史のなかのシ
ティズンシップ・人種・ナショナリズム

メイ・M・ナイ【著】;小田
悠生【訳】

白水社 社会科学 2021 01

212
（英文版）経営のものさし The Heart of
Management

松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

社会科学 2007 02

213

（英文版）実践経営哲学 Practical
Management Philosophy　Practical
Management Lessons from Founder of
Panasonic

松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

社会科学 2011 11

214
（英文版）経営のコツここなりと気づいた価値
は百万両 The Million-Dollar Knack for
Successful Management

松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

社会科学 2012 06



215
一流の経営者は、何を考え、どう行動し、い
かにして人を惹き付けるのか？　（京都大学
の経営学講義 2）

川北英隆;奥野一成
【編著】

ダイヤモン
ド社

社会科学 2018 01

216

経営者はいかにして、企業価値を高めてい
るのか？　京都大学経済学部・人気講座完
全聞き取りノート（京都大学の経営学講義
3）

川北英隆;奥野一成
【編著】

ダイヤモン
ド社

社会科学 2019 01

217
社会の問題解決こそ、企業価値創造の源で
ある　京都大学経済学部・人気講義完全聞
き取りノート（京都大学の経営学講義 4）

川北英隆;奥野一成
【編著】

ダイヤモン
ド社

社会科学 2020 01

218 世界で通用するリーダーシップ 三谷宏幸
東洋経済
新報社

社会科学 2012 02

219 正統派リーダーの教科書 江口克彦
東洋経済
新報社

社会科学 2018 03

220
コロナ後に生き残る会社　食える仕事　稼げ
る働き方

遠藤功
東洋経済
新報社

社会科学 2020 07

221 経営学大図鑑　（三省堂大図鑑シリーズ）
イアン・マルコーズ;沢
田博

三省堂 社会科学 2015 02

222 ＭＢＡ１００の基本
グロービス;嶋田毅【執
筆】

東洋経済
新報社

社会科学 2017 01

223
（英文版）松下幸之助の経営問答 Zest for
Management

松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

社会科学 2001 02

224
（英文版）企業の社会的責任とは何か
Corporate Social Responsibility

松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

社会科学 2011 05

225
プロフェッショナルリーダーの教科書　危機を
乗り越え、勝ち続けるための鉄則

経営者ＪＰ
東洋経済
新報社

社会科学 2011 07

226
トレイルブレイザー　企業が本気で社会を変
える１０の思考

マーク・ベニオフ;モニ
カ・ラングレー【著】;渡
部典子【訳】

東洋経済
新報社

社会科学 2020 08

227
初級　ビジネスコンプライアンス　第2版　「社
会的要請への適応」から事例理解まで

郷原信郎【編著】
東洋経済
新報社

社会科学 2019 06

228
いま日本を代表する経営者が考えているこ
と　（京都大学の経営学講義）

川北英隆;奥野一成
【編著】

ダイヤモン
ド社

社会科学 2017 02

229 「好き嫌い」と経営 楠木建【編著】
東洋経済
新報社

社会科学 2014 07

230
創業三〇〇年の長寿企業はなぜ栄え続ける
のか

グロービス経営大学
院;田久保善彦

東洋経済
新報社

社会科学 2014 10

231 「好き嫌い」と才能 楠木建
東洋経済
新報社

社会科学 2016 05

232
松下幸之助はなぜ成功したのか　人を活か
す、経営を伸ばす

江口克彦
東洋経済
新報社

社会科学 2017 01

233
業界メガ再編で変わる１０年後の日本　中
堅・中小企業Ｍ＆Ａが再編の主役だ

渡部恒郎
東洋経済
新報社

社会科学 2017 12

234
社長、会社を継がせますか？廃業します
か？

奥村聡 翔泳社 社会科学 2020 09

235
経営者のための実践コーポレートガバナン
ス入門　稼ぐ力を取り戻す！

深澤寛晴
東洋経済
新報社

社会科学 2017 05

236 図解でわかるM&A入門 桂木麻也 翔泳社 社会科学 2020 09

237
持株会社の実務（第８版）　ホールディングカ
ンパニーの経営・法務・税務・会計

發知敏雄;箱田順哉;大
谷隼夫

東洋経済
新報社

社会科学 2018 02

238 ＮＰＯで働く　「社会の課題」を解決する仕事 工藤啓
東洋経済
新報社

社会科学 2011 07

239 （英文版）商売心得帖 Business Essentials 松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

社会科学 2014 10

240 ＡＩ時代に輝く経営の教科書 吉村慎吾
ダイヤモン
ド社

社会科学 2018 08



241
アメーバ経営論　ミニ・プロフィットセンターの
メカニズムと導入

三矢裕
東洋経済
新報社

社会科学 2003 04

242
アイデアをカタチにする仕事術　ビジネス・プ
ロデューサーの７つの能力

吉田就彦
東洋経済
新報社

社会科学 2010 03

243
ＰＤＣＡプロフェッショナル　結果を出すため
の〈思考と技術〉

稲田将人
東洋経済
新報社

社会科学 2016 02

244 ＭＢＡ　問題解決１００の基本
グロービス【著】;嶋田
毅【執筆】

東洋経済
新報社

社会科学 2018 12

245
「時間」はどこへ消えたのか？　「期限」が仕
事を遅くする

吉都紀太介
ダイヤモン
ド社

社会科学 2016 11

246
ＩＤＥＡ　ＨＡＣＫＳ！　今日スグ役立つ仕事の
コツと習慣

原尻淳一;小山龍介
東洋経済
新報社

社会科学 2006 07

247
成功する人はみんな知っているスピード仕事
術

西村克己
東洋経済
新報社

社会科学 2007 06

248
レバレッジ・シンキング　無限大の成果を生
み出す４つの自己投資術

本田直之
東洋経済
新報社

社会科学 2007 07

249 「Ａ４一枚」仕事術 三木雄信
東洋経済
新報社

社会科学 2007 11

250
プロの学び力　最速で身につく＆稼ぎにつな
がる

清水久三子
東洋経済
新報社

社会科学 2007 12

251
地頭力を鍛える　問題解決に活かす「フェル
ミ推定」

細谷功
東洋経済
新報社

社会科学 2007 12

252
ＩＤＥＡ　ＨＡＣＫＳ！２.０　人生と仕事を豊かに
する「超」発想のコツと習慣

原尻淳一;小山龍介
東洋経済
新報社

社会科学 2011 12

253 問題解決をはかるハーバード流交渉戦略
御手洗昭治【編著】;秋
沢伸哉【著】

東洋経済
新報社

社会科学 2013 05

254
「組織英語力」の作り方　社内英語化のため
の環境整備マニュアル

小林一雅
東洋経済
新報社

社会科学 2011 10

255 仮説思考　ＢＣＧ流問題発見・解決の発想法 内田和成
東洋経済
新報社

社会科学 2006 03

256
プロの課題設定力　問題解決力より重要な
ビジネスリーダーのスキル

清水久三子
東洋経済
新報社

社会科学 2009 08

257 論点思考　ＢＣＧ流問題設定の技術 内田和成
東洋経済
新報社

社会科学 2010 02

258
東大生が書いた問題を解く力を鍛えるケー
ス問題ノート　５０の厳選フレームワークで、
どんな難問もスッキリ「地図化！」

東大ケーススタディ研
究会

東洋経済
新報社

社会科学 2010 09

259
外資系コンサルのプレゼンテーション術　課
題解決のための考え方＆伝え方

菅野誠二
東洋経済
新報社

社会科学 2018 01

260 ゼロからつくるビジネスモデル 井上達彦
東洋経済
新報社

社会科学 2019 12

261 ビジネスモデル・ナビゲーター

オリヴァー・ガスマン;
カロリン・フランケン
バーガー;ミハエラ・
チック【著】;渡邊哲;森
田寿【訳】

翔泳社 社会科学 2016 10

262
話しベタさんでも伝わるプレゼン　人見知り、
心配性、アドリブが苦手な人でも堂々と発表
できる！

清水久三子 翔泳社 社会科学 2019 12

263
紙1枚に書くだけでうまくいく　プロジェクト進
行の技術が身につく本

前田考歩;後藤洋平 翔泳社 社会科学 2020 04

264
仕事に「好き」を、混ぜていく。　あなたのB面
を本業に生かすヒント

電通Bチーム 翔泳社 社会科学 2020 06

265 DX経営図鑑
金澤一央;DX
Navigator編集部

アルク 社会科学 2021 03

266
成功するＤＸ、失敗するＤＸ　形だけのデジタ
ル・トランスフォーメーションで滅びる会社、
超進化する会社

兼安暁 彩流社 社会科学 2020 08



267
ロジカル・シンキング　論理的な思考と構成
のスキル（Best solution）

照屋華子;岡田恵子
東洋経済
新報社

社会科学 2001 05

268
外資系コンサルのスライド作成術　図解表現
２３のテクニック

山口周
東洋経済
新報社

社会科学 2012 11

269
ビジネススクールで教えている武器としてのＩ
Ｔスキル

グロービス経営大学
院;嶋田毅

東洋経済
新報社

社会科学 2018 05

270 ＭＢＡ生産性をあげる１００の基本
グロービス;嶋田毅【執
筆】

東洋経済
新報社

社会科学 2017 12

271
なぜ、誰もあなたの思い通りに動いてくれな
いのか　成功する企業に共通する「自責」の
ルール

松本洋　【編著】
ダイヤモン
ド社

社会科学 2018 05

272
言葉力が人を動かす　結果を出すリーダー
の見方・考え方・話し方

坂根正弘
東洋経済
新報社

社会科学 2012 03

273
なぜ、この人に部下は従うのか　新装版
「人」を動かす８大法則

渋谷昌三
東洋経済
新報社

社会科学 2014 12

274
ＧＲＥＡＴ　ＢＯＳＳ（グレートボス）　シリコンバ
レー式ずけずけ言う力

キム・スコット【著】;関
美和【訳】

東洋経済
新報社

社会科学 2019 03

275
スモール・リーダーシップ　チームを育てなが
らゴールに導く「協調型」リーダー

和智右桂 翔泳社 社会科学 2017 09

276
GIG MINDSET ギグ・マインドセット　副業時
代の人材活用

ポール・エステス【著】;
和田美樹【訳】

アルク 社会科学 2021 03

277 ビジネスパーソンのためのアサーション入門 平木典子;金井壽宏 金剛出版 社会科学 2016 05

278
抜擢される人の人脈力　早回しで成長する
人のセオリー

岡島悦子
東洋経済
新報社

社会科学 2008 12

279
１８０日でグローバル人材になる方法　ＭＢＡ
留学に代わるプロフェッショナルへの新たな
道筋

天野雅晴
東洋経済
新報社

社会科学 2012 02

280 知らないと損する会社と職場の歩き方 高城幸司
東洋経済
新報社

社会科学 2013 01

281 外資系コンサルに学ぶ聞き方の教科書 清水久三子
東洋経済
新報社

社会科学 2014 09

282
社内営業の教科書　上司・同僚・部下を味方
につける

高城幸司
東洋経済
新報社

社会科学 2017 06

283
必ずできる。　マッキンゼーの２５年で鍛え上
げたプロヴォカティブ

山梨広一
東洋経済
新報社

社会科学 2017 12

284
右脳思考　ロジカルシンキングの限界を超え
る観・感・勘のススメ

内田和成
東洋経済
新報社

社会科学 2019 01

285
Ｔｈｉｎｋ　ＣＩＶＩＬＩＴＹ　「礼儀正しさ」こそ最強の
生存戦略である

クリスティーン・ポラス
【著】;夏目大【訳】

東洋経済
新報社

社会科学 2019 07

286
フルキャリマネジメント　子育てしながら働く
部下を持つマネジャーの心得

武田佳奈
東洋経済
新報社

社会科学 2019 08

287
入門『地頭力を鍛える』　３２のキーワードで
学ぶ思考法

細谷功
東洋経済
新報社

社会科学 2019 08

288
武器としての図で考える習慣　「抽象化思
考」のレッスン

平井孝志
東洋経済
新報社

社会科学 2020 07

289
在宅HACKS！　自分史上最高のアウトプット
を可能にする新しい働き方

小山龍介
東洋経済
新報社

社会科学 2020 07

290
入社１年目から差がつく　ロジカル・シンキン
グ練習帳

グロービス【著】;岡重
文【執筆】

東洋経済
新報社

社会科学 2020 07

291
コーチング・バイブル　（第4版）　人の潜在力
を引き出す協働的コミュニケーション（Best
solution）

ヘンリー・キムジーハ
ウス;キャレン・キム
ジーハウス;フィル・サ
ンダール;ローラ・ウィッ
トワース【著】;CTIジャ
パン【訳】

東洋経済
新報社

社会科学 2020 07



292
コンフリクト・マネジメントの教科書　職場で
の対立を創造的に解決する

ピーター・Ｔ．コールマ
ン;ロバート・ファーガソ
ン【著】;鈴木有香;八代
京子;鈴木桂子【訳】

東洋経済
新報社

社会科学 2020 09

293
発想の転換で読み解く　働く女性のやる気ス
イッチ　持てる力を120%引き出す並走型マネ
ジメント

世永亜実 翔泳社 社会科学 2020 07

294
おうち仕事術　テレワークを最適化する50の
テクニック

戸田覚 翔泳社 社会科学 2020 10

295 デジタル時代の人材マネジメント 内藤琢磨【編著】
東洋経済
新報社

社会科学 2020 07

296 新卒採用基準　面接官はここを見ている 廣瀬泰幸
東洋経済
新報社

社会科学 2015 02

297 （英文版）社員心得帖 Career Essentials 松下幸之助
ＰＨＰ研究
所

社会科学 2012 11

298 仕事を教えることになったら読む本 濱田秀彦 アルク 社会科学 2021 04

299 １０秒で新人を伸ばす質問術 島村公俊
東洋経済
新報社

社会科学 2019 10

300
ロジカル・ライティング　論理的にわかりやす
く書くスキル（Best solution）

照屋華子
東洋経済
新報社

社会科学 2006 04

301
プロの資料作成力　意思決定者を動かすテ
クニックとおもてなしの心

清水久三子
東洋経済
新報社

社会科学 2012 06

302 ＲＰＡ革命の衝撃
大角暢之;佐々木俊尚
【監修】

東洋経済
新報社

社会科学 2017 01

303
外資系コンサルのビジネス文書作成術　ロ
ジカルシンキングと文章術によるＷｏｒｄ文書
の作り

吉澤準特
東洋経済
新報社

社会科学 2017 04

304
戦略コンサルタント　仕事の本質と全技法
「頭の知性」×「心の知性」×「プロフェッショ
ナル・マインド」を鍛える最強のバイブル

遠藤功
東洋経済
新報社

社会科学 2020 04

305
「専門家」以外の人のための決算書＆ファイ
ナンスの教科書

西山茂
東洋経済
新報社

社会科学 2019 08

306
決済インフラ入門　2020年版　仮想通貨、ブ
ロックチェーンから新日銀ネット、次なる改革
まで

宿輪純一
東洋経済
新報社

社会科学 2018 08

307
行列のできる人気女性ＦＰが教える　お金を
貯める　守る　増やす　超正解３０

井澤江美
東洋経済
新報社

社会科学 2019 04

308
世界を見てきた投資のプロが新入社員に
こっそり教えている　驚くほどシンプルで一生
使える投資の極意

加藤航介
東洋経済
新報社

社会科学 2020 07

309
超実践！順張りスイングトレードの極意　損
小利大がどうしてもできない人のために

荻窪禅 彩流社 社会科学 2020 12

310
メンタルケア専門ナースが教える　「相手の
心を開く」ビジネスコミュニケーション術

日本精神科看護技術
協会【監修】

リットー
ミュージッ
ク

社会科学 2011 08

311 10年後の福島からあなたへ 武藤類子 大月書店 社会科学 2021 02

312
日本のSDGs　それってほんとにサステナブ
ル？

高橋真樹 大月書店 社会科学 2021 03

313
グローバルな公共倫理とソーシャル・イノ
ベーション

大阪大学大学院国際
公共政策研究科;稲盛
財団寄附講座企画委
員会【編】

金子書房 社会科学 2018 03

314 社会学　（ヒューマニティーズ） 市野川容孝 岩波書店 社会科学 2012 06

315
増補　闘うレヴィ=ストロース　（平凡社ライブ
ラリー 886）

渡辺公三 平凡社 社会科学 2019 08

316 暴力　（思考のフロンティア） 上野成利 岩波書店 社会科学 2006 03



317
心理学から見た社会　実証研究の可能性と
課題

安藤清志;大島尚【監
修】;北村英哉;桐生正
幸;山田一成【編著】

誠信書房 社会科学 2020 09

318
ＥＱこころの距離の近づけ方　人に強いビジ
ネスパーソンになる

高山直
東洋経済
新報社

社会科学 2005 10

319 一生モノの人脈術　京大・鎌田流 鎌田浩毅
東洋経済
新報社

社会科学 2010 04

320 火星からの侵略　パニックの心理学的研究

ハドリー・キャントリル
【著】;アルバート・Ｈ・
キャントリル【解説】;高
橋祥友【訳】

金剛出版 社会科学 2017 11

321
ソーシャル・マジョリティ研究　コミュニケー
ション学の共同創造

綾屋紗月【編】 金子書房 社会科学 2018 11

322
影響力の武器　実践編　第2版　「イエス！」
を引き出す60の秘訣

ノア・J・ゴールドスタイ
ン;スティーブ・J・マー
ティン;ロバート・B・チャ
ルディーニ 【著】;安藤
清志 【監訳】;曽根寛
樹 【訳】

誠信書房 社会科学 2019 12

323
たった１分で会話が弾み、印象まで良くなる
聞く力の教科書

魚住りえ
東洋経済
新報社

社会科学 2017 05

324
カルチュラル・スタディーズ　（思考のフロン
ティア）

吉見俊哉 岩波書店 社会科学 2000 09

325
多様性との対話　ダイバーシティ推進が見え
なくするもの（青弓社ライブラリー 100）

岩渕功一【編著】 青弓社 社会科学 2021 03

326 ７つの階級　英国階級調査報告
マイク・サヴィジ【著】;
舩山むつみ【訳】

東洋経済
新報社

社会科学 2019 12

327
新装版　介護保険制度史　基本構想から法
施行まで

介護保険制度史研究
会【編著】;大森彌;山崎
史郎;香取照幸;稲川武
宣

東洋経済
新報社

社会科学 2019 01

328 日本医療保険制度史（第３版） 吉原健二;和田勝
東洋経済
新報社

社会科学 2020 01

329
スキルアップ年金相談　相談員必携！一問
一答・事例でわかる

年金マスター研究会
【編著】

法研 社会科学 2015 08

330
スキルアップ年金相談　第2集　相談員必
携！一問一答・事例でわかる

年金マスター研究会
【編著】

法研 社会科学 2018 12

331
人生１００年時代の「幸せ戦略」　全国２万人
調査からみえる多様なライフデザイン

第一生命経済研究所;
宮木由貴子

東洋経済
新報社

社会科学 2019 11

332 誰が日本の労働力を支えるのか？
寺田知太;上田恵陶奈;
岸浩稔;森井愛子

東洋経済
新報社

社会科学 2017 04

333 ノマド　　漂流する高齢労働者たち
ジェシカ・ブルーダー;
鈴木素子

春秋社 社会科学 2018 10

334
英語転職の教科書　（アルクはたらく×英
語）

村上賀厚 アルク 社会科学 2017 01

335
ビジトレ　今日から始めるミドルシニアのキャ
リア開発

田中研之輔;浅井公一;
宮内正臣【著】

金子書房 社会科学 2020 06

336
グローバルキャリア　ユニークな自分の見つ
け方

石倉洋子
東洋経済
新報社

社会科学 2011 04

337
ラストキャリア　５０代からの地方創生に貢献
する新しい選択肢

谷川史郎
東洋経済
新報社

社会科学 2016 02

338
戦後労働史からみた賃金　海外日本企業が
生き抜く賃金とは

小池和男
東洋経済
新報社

社会科学 2015 09

339
これからの男の子たちへ　「男らしさ」から自
由になるためのレッスン

太田啓子 大月書店 社会科学 2020 08

340
#MeTooの政治学　コリア・フェミニズムの最
前線

鄭喜鎭【著・編】;砦昀
橌;権金炫怜;ルイン
【著】;申琪榮【監修】

大月書店 社会科学 2021 10



341
トランス男性による トランスジェンダー男性
学

周司あきら 大月書店 社会科学 2021 12

342
ジェンダー／セクシュアリティ　（思考のフロ
ンティア）

田崎英明 岩波書店 社会科学 2000 09

343 フェミニズム　（思考のフロンティア） 竹村和子 岩波書店 社会科学 2000 10

344 女性学／男性学　（ヒューマニティーズ） 千田有紀 岩波書店 社会科学 2009 11

345
ひきこもりのライフストーリー　（フィギュール
彩Ⅱ 3）

保坂渉 彩流社 社会科学 2020 04

346
二十一世紀の若者論　あいまいな不安を生
きる

小谷敏【編】
世界思想
社

社会科学 2017 03

347 クイア・スタディーズ　（思考のフロンティア） 河口和也 岩波書店 社会科学 2003 12

348
性の多様性ってなんだろう？　（中学生の質
問箱）

渡辺大輔 平凡社 社会科学 2018 06

349
この国の不寛容の果てに　相模原事件と私
たちの時代

雨宮処凛【編著】 大月書店 社会科学 2019 09

350
向こう半分の人々の暮らし　１９世紀末
ニューヨークの移民下層社会

ジェイコブ・リース【著】;
千葉喜久枝【訳】

創元社 社会科学 2018 04

351 京アニ事件　（平凡社新書 948） 津堅信之 平凡社 社会科学 2020 07

352
これならわかる〈スッキリ図解〉介護ビジネス
第3版

辻川泰史【編著】;小濱
道博【著】

翔泳社 社会科学 2018 07

353
超高齢社会の「困った」を減らす課題解決ビ
ジネスの作り方

斉藤徹 翔泳社 社会科学 2019 11

354
「戦争孤児」を生きる　ライフストーリー／沈
黙／語りの歴史社会学

土屋敦 青弓社 社会科学 2021 11

355 難民　（思考のフロンティア） 市野川容孝;小森陽一 岩波書店 社会科学 2007 06

356 教育　（思考のフロンティア） 広田照幸 岩波書店 社会科学 2004 05

357
生まれてくるってどんなこと？　あなたと考え
たい生と性のこと　（中学生の質問箱）

川松泰美 平凡社 社会科学 2013 03

358 これからの「教育」の話をしよう
学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会
【編】

インプレス
R&D

社会科学 2013 06

359
これからの「教育」の話をしよう　3　教育改革
× 未来の教室

学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会
【編】

インプレス
R&D

社会科学 2017 04

360
これからの「教育」の話をしよう　4　教育改革
× 大学広報力

学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会
【編】

インプレス
R&D

社会科学 2018 07

361
これからの「教育」の話をしよう　5　教育改革
× Society5.0（New Thinking and New Ways）

学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会
【編】

インプレス
R&D

社会科学 2020 03

362
これからの「教育」の話をしよう　6　教育改革
× コロナ共生時代（New Thinking and New
Ways）

学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会
【編】

インプレス
R&D

社会科学 2020 12

363
学校トラウマの実際と対応　児童・生徒への
支援と理解

藤森和美【編著】 誠信書房 社会科学 2020 08

364
スクールカウンセリングモデル100例　読み
取る。支える。現場の工夫。

かしまえりこ;神田橋條
治

創元社 社会科学 2006 09

365
発達障害のある子／ない子の学校適応・不
登校対応　（ハンディシリーズ　発達障害支
援・特別支援教育ナビ）

柘植雅義【監修】;小野
昌彦【編著】

金子書房 社会科学 2017 03

366 学校を変える いじめの科学 和久田学
日本評論
社

社会科学 2019 04

367
海外ルーツの子ども支援　言葉・文化・制度
を超えて共生へ

田中宝紀 青弓社 社会科学 2021 05



368
子ども格差の経済学　「塾、習い事」に行け
る子・行けない子

橘木俊詔
東洋経済
新報社

社会科学 2017 07

369 スクールロイヤーにできること
ストップいじめ！ナビ
スクールロイヤーチー
ム【編】

日本評論
社

社会科学 2019 02

370
この先を生む人　「ティーチャーズ・イニシア
ティブ」の記録

ティーチャーズ・イニシ
アティブ【編著】

さくら社 社会科学 2021 03

371
わたしたちのホンネで語ろう 教員の働き方
改革　（こころの科学 HUMAN MIND
SPECIAL ISSUE 2019）

岡崎勝;赤田圭亮【編】
日本評論
社

社会科学 2019 11

372 新 生物による環境調査事典 内山裕之 東京書籍 社会科学 2012 08

373
教育現場は困ってる　薄っぺらな大人をつく
る実学志向　（平凡社新書 943）

榎本博明 平凡社 社会科学 2020 06

374
プログラミング教育が変える子どもの未来
AIの時代を生きるために親が知っておきたい
4つのこと

松村太郎;山脇智志;小
野哲生;大森康正

翔泳社 社会科学 2018 02

375
はじめよう！　ブックコミュニケーション　響き
あう教室へ

村中李衣;伊木洋 金子書房 社会科学 2019 11

376
学校臨床力を磨く事例検討の進め方　かか
わり合いながら省察する教師のために

角田豊【編著】 創元社 社会科学 2020 07

377 教師の授業技術大全 三好真史
東洋館出
版社

社会科学 2021 02

378
子どもを育む学校臨床力　多様性の時代の
生徒指導教育相談特別支援

角田豊;片山紀子;小松
貴弘【編著】

創元社 社会科学 2016 02

379
キャリア教育　自立していく子どもたち（シ
リーズアクティブキッズ！）

渡辺三枝子 東京書籍 社会科学 2008 03

380
通信制高校のすべて　増補版　「いつでも、
どこでも、だれでも」の学校

手島純【編著】 彩流社 社会科学 2018 12

381
超一流中高校長先生の教え　子供のやる気
を引き出す６５の言葉

東洋経済オンライン編
集部

東洋経済
新報社

社会科学 2014 03

382
ユニバーサルデザインの視点を活かした指
導と学級づくり　（ハンディシリーズ　発達障
害支援・特別支援教育ナビ）

柘植雅義【監修・編
著】

金子書房 社会科学 2014 09

383
学校でのICT利用による読み書き支援　合理
的配慮のための具体的な実践（ハンディシ
リーズ　発達障害支援・特別支援教育ナビ）

柘植雅義【監修】;近藤
武夫【編著】

金子書房 社会科学 2016 06

384
発達障害のある子の社会性とコミュニケー
ションの支援　（ハンディシリーズ　発達障害
支援・特別支援教育ナビ）

柘植雅義【監修】;藤野
博【編著】

金子書房 社会科学 2016 08

385
教師と学校が変わる学校コンサルテーション
（ハンディシリーズ　発達障害支援・特別支
援教育ナビ）

柘植雅義【監修】;奥田
健次【編著】

金子書房 社会科学 2018 09

386
高等学校における特別支援教育の展開
（ハンディシリーズ　発達障害支援・特別支
援教育ナビ）

柘植雅義【監修】;小田
浩伸【編著】

金子書房 社会科学 2020 06

387
ディスレクシア入門　「読み書きのLD」の子ど
もたちを支援する

加藤醇子【編著】
日本評論
社

社会科学 2016 06

388
ＳＴＵＤＹ  ＨＡＣＫＳ！　楽しみながら成果が
上がるスキルアップのコツと習慣

小山龍介
東洋経済
新報社

社会科学 2008 03

389
一生モノの勉強法　京大理系人気教授の戦
略とノウハウ

鎌田浩毅
東洋経済
新報社

社会科学 2009 04

390
偏差値よりも挨拶を　社会で伸びる子どもた
ち（シリーズアクティブキッズ！）

廣川州伸 東京書籍 社会科学 2008 03

391
茶の世界史　中国の霊薬から世界の飲み物
へ

ビアトリス・ホーネガー
【著】;平田紀之【訳】

白水社 社会科学 2020 03

392 肉食行為の研究 野林厚志【編】 平凡社 社会科学 2018 03



393
配膳さんという仕事　なぜ京都はもてなし上
手なのか

笠井一子 平凡社 社会科学 2020 04

394
すぐに役立つ３６６日記念日事典　第４版
上巻　1月～6月の記念日を掲載

日本記念日協会【編】;
加瀬清志【著】

創元社 社会科学 2020 07

395
すぐに役立つ３６６日記念日事典　第４版
下巻　7月～12月の記念日を掲載

日本記念日協会【編】;
加瀬清志【著】

創元社 社会科学 2020 07

396 【新版】日本の民話　第４１巻　京都の民話 二反長半【編】 未來社 社会科学 2016 05

397 文化人類学の思考法
松村圭一郎;中川理;石
井美保【編】

世界思想
社

社会科学 2019 04

398
われらみな食人種（カニバル）　レヴィ＝スト
ロース随想集

クロード・レヴィ＝スト
ロース【著】;渡辺公三
【監訳】;泉克典【訳】

創元社 社会科学 2019 11

399
戦争するってどんなこと？　（中学生の質問
箱）

Ｃ・ダグラス・ラミス 平凡社 社会科学 2014 07

400
数学大百科事典　仕事で使う公式・定理・
ルール127

蔵本貴文 翔泳社 自然科学 2018 12

401
精霊の箱　上　チューリングマシンをめぐる
冒険

川添愛
東京大学
出版会

自然科学 2016 10

402
精霊の箱　下　チューリングマシンをめぐる
冒険

川添愛
東京大学
出版会

自然科学 2016 10

403 Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書 馬場真哉 翔泳社 自然科学 2018 04

404
Pythonによるあたらしいデータ分析の教科
書

寺田学;辻真吾;鈴木た
かのり;福島真太朗

翔泳社 自然科学 2018 09

405 分子集合体の科学　（SUPERサイエンス） 齋藤勝裕
シーアンド
アール研
究所

自然科学 2017 12

406
星と星座のふしぎ　親子で読みたい！知りた
い！学びたい！

荒舩良孝 すばる舎 自然科学 2015 12

407
地球が燃えている　気候崩壊から人類を救う
グリーン・ニューディールの提言

ナオミ・クライン【著】;
中野真紀子;関房江
【訳】

大月書店 自然科学 2020 11

408
恥ずかしがらずに便の話をしよう　（マイナビ
新書）

佐藤満春【著】;大竹真
一郎【監修】

マイナビ出
版

自然科学 2017 10

409 ストレス学ハンドブック 丸山総一郎【編】 創元社 自然科学 2015 03

410
新版　14歳からの精神医学　心の病気って
なんだろう

宮田雄吾
日本評論
社

自然科学 2021 01

411
不安のありか　"""私""を理解するための精
神分析のエッセンス"

平島奈津子
日本評論
社

自然科学 2019 10

412
マインドフルネス実践講義　マインドフルネス
段階的トラウマセラピー（MB-POTT）

大谷彰 金剛出版 自然科学 2017 05

413 摂食障害のすべて 髙木洲一郎【編】
日本評論
社

自然科学 2020 11

414
心の病気ってなんだろう？　（中学生の質問
箱）

松本卓也 平凡社 自然科学 2019 07

415
福島原発事故がもたらしたもの　被災地のメ
ンタルヘルスに何が起きているのか

前田正治【編著】 誠信書房 自然科学 2018 06

416
４０歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れな
い体」と「折れない心」のつくり方

葛西紀明
東洋経済
新報社

自然科学 2017 12

417
「睡眠品質」革命　一流を支えるエアウィーヴ
成長の軌跡

内田直;高岡本州
ダイヤモン
ド社

自然科学 2017 03

418
身近に潜む食卓の危険物　（SUPERサイエ
ンス）

齋藤勝裕
シーアンド
アール研
究所

自然科学 2020 05

419
人類と感染症、共存の世紀　疫学者が語る
ペスト、狂犬病から鳥インフル、コロナまで

デイビッド・ウォルト
ナー＝テーブズ【著】;
片岡夏実【訳】

築地書館 自然科学 2021 01



420
コロナ禍の臨床を問う　（こころの科学
HUMAN MIND SPECIAL ISSUE 2021）

井原裕;斎藤環;松本俊
彦【監修】

日本評論
社

自然科学 2021 01

421 ハンセン病者の生活史 坂田勝彦 青弓社 自然科学 2012 05

422 身近な「くすり」歳時記 鈴木昶 東京書籍 自然科学 2019 12

423
人類が手に入れた地球のエネルギー
（SUPERサイエンス）

齋藤勝裕
シーアンド
アール研
究所

技術・工
学・工業

2018 04

424
日本の国家戦略「水素エネルギー」で飛躍す
るビジネス　１９８社の最新動向

西脇文男
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2018 07

425
日本のエネルギー、これからどうすればいい
の？　（中学生の質問箱）

小出裕章 平凡社
技術・工
学・工業

2012 05

426
戦争と平和のテクノロジー　（SUPERサイエ
ンス）

齋藤勝裕
シーアンド
アール研
究所

技術・工
学・工業

2017 07

427 拡張の世紀　テクノロジーによる破壊と創造

ブレット・キング
【著】;NTTデータ オー
プンイノベーション事
業創発室【解説】;上野
博【訳】

東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2018 04

428
シリコンバレーのVC＝ベンチャーキャピタリ
ストは何を見ているのか

山本康正
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2020 07

429 B2Bのサービス化戦略　製造業のチャレンジ

クリスチャン・コワルコ
ウスキー;ウォルフガン
グ・ウラガ;戸谷圭子;
持丸正明

東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2020 08

430 環境　（思考のフロンティア） 諸富徹 岩波書店
技術・工
学・工業

2003 10

431 技術屋の王国　ホンダの不思議力 片山修
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2017 09

432
日本ｖｓ．アメリカｖｓ．欧州　自動車世界戦争
ＥＶ・自動運転・ＩｏＴ対応の行方

泉谷渉
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2018 06

433
モビリティシフト　ＥＶと自動運転が世界を変
える

木南浩司
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2018 06

434 Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　３．０　ディスラプターは誰だ？

アクセンチュア戦略コ
ンサルティング本部モ
ビリティチーム;川原英
司;北村昌英;矢野裕真
ほか

東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2019 06

435
ドローンプログラミング　アプリ開発から機体
制御まで DJI SDK対応

春原久徳;福地大輔
【著】;北野雅史【訳】

翔泳社
技術・工
学・工業

2019 02

436
再生可能エネルギー主力電源化と電力シス
テム改革の政治経済学　欧州電力システム
改革からの教訓

長山浩章
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2020 02

437 決定版　ＥＶシフト　１００年に一度の大転換 風間智英【編著】
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2018 04

438
ソーシャルメディア論　改訂版　つながりを再
設計する

藤代裕之【編著】 青弓社
技術・工
学・工業

2019 02

439
「クラウド化」と「ビッグデータ活用」はなぜ進
まないのか？

柴田英寿
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2012 12

440
AWSクラウドの基本と仕組み　エバンジェリ
ストとトレーナーに学ぶ！

亀田治伸;山田裕進 翔泳社
技術・工
学・工業

2019 10

441
IoTシステムのプロジェクトがわかる本　企
画・開発から運用・保守まで

西村泰洋 翔泳社
技術・工
学・工業

2020 01

442
Pythonで動かして学ぶ！あたらしいIoTの教
科書　（ＡＩ　＆　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ）

VOST 翔泳社
技術・工
学・工業

2020 03

443 決定版　5G　2030年への活用戦略 片桐広逸
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2020 06



444
どん底企業から東証１部へ　二度の倒産か
ら東証一部上場を果たした企業の成長の要

森田千里雄
ダイヤモン
ド社

技術・工
学・工業

2018 04

445
すべてはミルクから始まった　世界最大の食
品・飲料会社「ネスレ」の経営

高橋浩夫
同文舘出
版

技術・工
学・工業

2019 09

446
２０３０年アパレルの未来　日本企業が半分
になる日

福田稔
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2019 07

447
なぜ、ユニフォームは、働く人を美しく魅せる
のか？　仕事服の「なぜ」と「魅力」をこの一
冊に

長尾孝彦
ダイヤモン
ド社

技術・工
学・工業

2017 07

448
ワンピースで世界を変える！　専業主婦が
東大安田講堂でオリジナルブランドのファッ
ションショーを開くまで

ブローレンヂ智世 創元社
技術・工
学・工業

2020 03

449
ＳＨＯＥ　ＤＯＧ（シュードッグ）　靴にすべて
を。

フィル・ナイト;大田黒
奉之【訳】

東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2017 11

450 人生にお金はいくら必要か　増補改訂版 山崎元;岩城みずほ
東洋経済
新報社

技術・工
学・工業

2019 11

451
料理と科学のおいしい出会い　分子調理が
食の常識を変える（DOJIN文庫 2）

石川伸一 化学同人
技術・工
学・工業

2021 07

452
食べるってどんなこと？　あなたと考えたい
命のつながりあい　（中学生の質問箱）

古沢広祐 平凡社
技術・工
学・工業

2017 11

453 魯山人　美食の名言　（平凡社新書 853） 山田和 平凡社
技術・工
学・工業

2017 09

454
香港風味　懐かしの西多士（フレンチトース
ト）

野村麻里 平凡社
技術・工
学・工業

2017 05

455
インドカレーは自分でつくれ　インド人シェフ
直伝のシンプルスパイス使い（平凡社新書
928）

田邊俊雅;メヘラ・ハリ
オム

平凡社
技術・工
学・工業

2019 12

456
ものがたり 茶と中国の思想　三千年の歴史
を茶が変えた

佐野典代 平凡社
技術・工
学・工業

2020 03

457
人類を救う農業の科学　（SUPERサイエン
ス）

齋藤勝裕
シーアンド
アール研
究所

産業 2020 04

458
稼げる農業経営のススメ　地方創生としての
農政のしくみと未来

新井毅 築地書館 産業 2021 08

459
ルネサンス庭園の精神史　権力と知と美のメ
ディア空間

桑木野幸司 白水社 産業 2019 07

460 犬房女子　犬猫殺処分施設で働くということ 藤崎童士［著］ 大月書店 産業 2018 03

461 林業がつくる日本の森林 藤森隆郎 築地書館 産業 2016 10

462
ロジカル・シンキング練習帳　論理的な考え
方と書き方の基本を学ぶ５１問

照屋華子
東洋経済
新報社

産業 2018 07

463
クレーム応対の教科書　わかる！！でき
る！！売れる！！（1THEMEx1MINUTE お店
シリーズ 6）

西村宏子 すばる舎 産業 2016 08

464
POPの教科書　わかる！！できる！！売れ
る！！　（1THEMEx1MINUTE お店シリーズ
8）

山口茂 すばる舎 産業 2017 10

465
チラシの教科書　わかる！！できる！！売
れる！！（1THEMEx1MINUTE お店シリーズ
9）

中山マコト すばる舎 産業 2018 02

466
小商いのはじめかた　身の丈にあった小さな
商いを自分ではじめるための本

伊藤洋志【監修】;風来
堂【編者】

東京書籍 産業 2014 08

467
ホスピタリティを育てる物語　「感動の接客」
ができるようになる14の力

久保亮吾 翔泳社 産業 2019 03

468
管理職１年目の教科書　外資系マネジャー
が絶対にやらない３６のルール

櫻田毅
東洋経済
新報社

産業 2018 01



469
新規顧客が勝手にあつまる販促の設計図
「営業スタッフを使わない」「下請けもやらな
い」中小企業が売上を伸ばすための法則

中野道良 翔泳社 産業 2020 09

470
インサイドセールス　訪問に頼らず、売上を
伸ばす営業組織の強化ガイド

茂野明彦 翔泳社 産業 2020 12

471 伝えることから始めよう 高田明
東洋経済
新報社

産業 2017 01

472 日本の工芸を元気にする！ 中川政七
東洋経済
新報社

産業 2017 03

473

人材教育、こうすれば、　やめない、つづく、
成長する！　教育研修、飲み会にミーティン
グ、社員のために徹底してお金と時間を使う
理美容室

大西昌宏
ダイヤモン
ド社

産業 2018 03

474 花のそと
徳光孝【著】;徳光正子
【編】

創元社 産業 2020 05

475
「段取り」の鉄人　四川飯店・陳健一が語る
一流になるための仕事術

陳建一
東洋経済
新報社

産業 2012 09

476
リースの新常識　変貌遂げるリース業界　そ
のすべてを一冊に。（東洋経済ＩＮＮＯＶＡＴＩＶ
Ｅ）

東洋経済新報社【編】
東洋経済
新報社

産業 2018 07

477
「ホットケーキの神さまたち」に学ぶビジネス
で成功する１０のヒント

遠藤功
東洋経済
新報社

産業 2019 05

478
セックスワーク・スタディーズ　当事者視点で
考える性と労働

SWASH【編】
日本評論
社

産業 2018 09

479 まったく新しい介護保険外サービスのススメ 小濱道博 翔泳社 産業 2017 02

480
デジタル時代の基礎知識『PR思考』　人やメ
ディアが「伝えたくなる」新しいルール
（MarkeZine BOOKS）

伊澤佑美;根本陽平 翔泳社 産業 2018 03

481
デジタル時代の基礎知識『広告』　人と商品・
サービスを「つなげる」新しいルール
（MarkeZine BOOKS）

小林慎一;吉村一平 翔泳社 産業 2020 09

482
届くCM、届かないCM　視聴率＝GRPに頼る
な、注目量＝GAPをねらえ

横山隆治;大橋聡史;川
越智勇

翔泳社 産業 2017 01

483
金鳥の夏はいかにして日本の夏になったの
か？　カッパと金の鶏の不思議な関係

大日本除虫菊株式会
社

ダイヤモン
ド社

産業 2016 08

484
「つながり」の創りかた　新時代の収益化戦
略 リカーリングモデル

川上昌直
東洋経済
新報社

産業 2019 06

485
SMARTサブスクリプション　第３世代サブス
クリプションがBtoBに革命を起こす！

宮崎琢磨;藤田健治;小
澤秀治

東洋経済
新報社

産業 2019 10

486
デジタル時代の実践スキル SNS戦略　顧客
と共感を集める運用＆活用テクニック
（MarkeZine BOOKS）

後藤真理恵 翔泳社 産業 2020 08

487
エンジニアが学ぶ物流システムの「知識」と
「技術」

石川和幸 翔泳社 産業 2018 06

488 物流業界立て直しバイブル 岡卓也
東洋経済
新報社

産業 2020 02

489
江ノ電１０ｋｍの奇跡　人々はなぜ引きつけ
られるのか？

深谷研二
東洋経済
新報社

産業 2015 07

490 航空産業入門（第２版） ＡＮＡ総合研究所
東洋経済
新報社

産業 2017 05

491
スターフライヤー　漆黒の翼、感動を乗せて
小さなエアラインの大きな挑戦

スターフライヤー
ダイヤモン
ド社

産業 2017 07

492
「おもろい」働き方で社員も会社も急上昇す
る Ｐｅａｃｈのやりくり

井上慎一
東洋経済
新報社

産業 2019 06

493 インバウンドビジネス集客講座
村山慶輔;やまとごころ
編集部

翔泳社 産業 2017 06



494
英語でボランティアガイド　心構えから英語フ
レーズまで

葛西朋子 アルク 産業 2017 07

495 日本ローカル放送史 樋口喜昭 青弓社 産業 2021 08

496
イタリア芸術のプリズム　画家と作家と監督
たち

岡田温司 平凡社 芸術・美術 2020 05

497 アート・スピリット
ロバート・ヘンライ
【著】;滝本誠【解説】;野
中邦子【訳】

国書刊行
会

芸術・美術 2011 08

498
感性は感動しない　美術の見方、批評の作
法（教養みらい選書 003）

椹木野衣
世界思想
社

芸術・美術 2018 07

499 現代美術キュレーターという仕事 難波祐子 青弓社 芸術・美術 2012 01

500
論理的美術鑑賞　人物×背景×時代でどん
な絵画でも読み解ける

堀越啓 翔泳社 芸術・美術 2020 05

501
アートの創造性が地域をひらく　「創造県お
おいた」の先進的戦略（DBJ BOOKs 日本政
策投資銀行 Business Research）

日本政策投資銀行
【編】

ダイヤモン
ド社

芸術・美術 2020 01

502
観音像とは何か　平和モニュメントの近・現
代

君島彩子 青弓社 芸術・美術 2021 10

503
「超」絵画ワークショップ　アートを生み出す
基本思考

笹井祐子;藤原成一 青弓社 芸術・美術 2021 03

504
教皇たちのローマ　ルネサンスとバロックの
美術と社会

石鍋真澄 平凡社 芸術・美術 2020 03

505
スウェーデンのアール・ブリュット発掘　日常
と独学の創造価値

渡邉芳樹;小林瑞恵 平凡社 芸術・美術 2018 08

506 中国のマンガ〈連環画〉の世界 武田雅哉 平凡社 芸術・美術 2017 02

507
日本マンガ全史　「鳥獣戯画」から「鬼滅の
刃」まで（平凡社新書 944）

澤村修治 平凡社 芸術・美術 2020 06

508 挑発する写真史 金村修;タカザワケンジ 平凡社 芸術・美術 2017 02

509
The Music of Color　英文版：色を奏でる
（JAPAN LIBRARY）

SHIMURA Fukumi/志
村ふくみ【著】;Matt
TREYVAUD【訳】

出版文化
産業振興
財団
(JPIC)

芸術・美術 2019 03

510
ダンス・クラシックス・ディスク・ガイド　シー
ズ・オブ・クラブ・ミュージック

Watusi
リットー
ミュージッ
ク

芸術・美術 2013 08

511
大人のための作曲入門本　人生を変える作
曲理論講座

友寄隆哉
リットー
ミュージッ
ク

芸術・美術 2015 11

512
音楽ってなんだろう？　知れば知るほど楽し
くなる　（中学生の質問箱）

池辺晋一郎 平凡社 芸術・美術 2019 12

513
音楽と出会う　21世紀的つきあい方（教養み
らい選書 004）

岡田暁生
世界思想
社

芸術・美術 2019 04

514
音楽で生きる方法　高校生からの音大受
験、留学、仕事と将来

相澤真一;髙橋かおり;
坂本光太;輪湖里奈

青弓社 芸術・美術 2020 11

515 クラシックの深淵 平林直哉 青弓社 芸術・美術 2021 09

516
指揮者は何を考えているか　解釈、テクニッ
ク、舞台裏の闘い

ジョン・マウチェリ【著】;
松村哲哉【訳】

白水社 芸術・美術 2019 06

517
日本の音　世界のなかの日本音楽（平凡社
ライブラリー 71）

小泉文夫 平凡社 芸術・美術 1994 09

518 日本人のためのリズム感トレーニング理論 友寄隆哉
リットー
ミュージッ
ク

芸術・美術 2014 02

519 昭和ジャズ論集成
野口久光;油井正一;植
草甚一;清水俊彦;相倉
久人

平凡社 芸術・美術 2020 01



520 オペラ鑑賞講座 超入門　楽しむためのコツ 神木勇介 青弓社 芸術・美術 2012 11

521
2.5次元文化論　舞台・キャラクター・ファンダ
ム

須川亜紀子 青弓社 芸術・美術 2021 01

522
音楽劇の歴史　オペラ・オペレッタ・ミュージ
カル

重木昭信 平凡社 芸術・美術 2019 03

523 演劇やろうよ！指導者篇 かめおかゆみこ 青弓社 芸術・美術 2011 09

524
心が疲れたときに観る映画　「気分」に寄り
添う映画ガイド

佐野亨;五所純子;佐藤
彩華;東良美季;真魚八
重子

リットー
ミュージッ
ク

芸術・美術 2017 04

525 押井守の映画50年50本 押井守
リットー
ミュージッ
ク

芸術・美術 2020 08

526 特撮と怪獣　増補改訂版　わが造形美術 成田亨
リットー
ミュージッ
ク

芸術・美術 2021 05

527
ジャパニメーションの成熟と喪失　宮崎駿と
その子どもたち

杉田俊介 大月書店 芸術・美術 2021 08

528 映画の詩学　触発するシモーヌ・ヴェイユ 今村純子
世界思想
社

芸術・美術 2021 09

529 ゴジラの精神史　（フィギュール彩 13） 小野俊太郎 彩流社 芸術・美術 2014 05

530 日本映画裏返史 二階堂卓也 彩流社 芸術・美術 2020 02

531 中国ドキュメンタリー映画論 佐藤賢 平凡社 芸術・美術 2019 02

532
教養として学んでおきたい落語　（マイナビ新
書）

堀井憲一郎
マイナビ出
版

芸術・美術 2019 08

533 スポーツビジネス　最強の教科書【第２版】 平田竹男
東洋経済
新報社

芸術・美術 2017 11

534
「自立できる体」をつくる　人生100年時代の
エクササイズ入門（平凡社新書 918）

湯浅景元 平凡社 芸術・美術 2019 08

535

スマート・ベニューハンドブック　スタジアム・
アリーナ構想を実現するプロセスとポイント
（DBJ BOOKs 日本政策投資銀行 Business
Research）

日本政策投資銀行地
域企画部;日本経済研
究所;早稲田大学ス
ポーツビジネス研究所
【著】;杉元宣文【責任
編集】;間野義之【監
修】

ダイヤモン
ド社

芸術・美術 2020 05

536
子どもとスポーツのイイ関係　「苦手・嫌い」
が「得意・好き」に変わるコーチングの極意

山田ゆかり 大月書店 芸術・美術 2019 04

537
体を鍛え、心を整える　50歳からの筋トレ・メ
ソッド

宮田みゆき 法研 芸術・美術 2018 11

538 若さを伸ばすストレッチ　（平凡社新書 492） 伊藤マモル 平凡社 芸術・美術 2009 10

539
RUN FAST！ 「走り方」の本質　一流アス
リートが実践する「走り方メソッド」
（TOYOKAN BOOKS）

里大輔
東洋館出
版社

芸術・美術 2019 11

540 山小屋ガールの癒されない日々 吉玉サキ 平凡社 芸術・美術 2019 06

541 千利休　（日本人のこころの言葉） 熊倉功夫 創元社 芸術・美術 2015 09

542 茶の湯物語　戦国数寄者伝 髙山宗東;山野肆朗 平凡社 芸術・美術 2016 07

543 将棋400年史　（マイナビ新書） 野間俊克
マイナビ出
版

芸術・美術 2019 02

544 Unityでわかる！ゲーム数学 加藤潔 翔泳社 芸術・美術 2018 06

545 外国語学　（ヒューマニティーズ） 藤本一勇 岩波書店 言語 2009 11

546 翻訳というおしごと　（アルクはたらく×英語） 実川元子 アルク 言語 2017 12



547 翻訳スキルハンドブック～英日翻訳を中心に 駒宮 俊友 アルク 言語 2017 12

548
同時通訳者のここだけの話　プロ通訳者の
ノート術公開

関根マイク アルク 言語 2019 02

549
通訳というおしごと　（アルクはたらく×英語
シリーズ）

関根マイク アルク 言語 2020 02

550 仕事ができる人の黄金のスピーチの技術 西野浩輝
東洋経済
新報社

言語 2008 05

551 気の利く大人のひと言目 齋藤孝
東洋経済
新報社

言語 2019 04

552
話し方が上手くなる！声まで良くなる！１日１
分朗読

魚住りえ
東洋経済
新報社

言語 2020 03

553
１回の会議・打ち合わせで必ず結論を出す
技術　戦略コンサルタントが教える「決まる会
議」の掟

斎藤岳
東洋経済
新報社

言語 2008 07

554
東大生が書いた議論する力を鍛えるディス
カッションノート　「２ステージ、６ポジション」
でつかむ「話し合い」の新発想

吉田雅裕;東大ケース
スタディ研究会

東洋経済
新報社

言語 2014 12

555
日本語の技法　読む・書く・話す・聞くー４つ
の力

齋藤孝（教育学）
東洋経済
新報社

言語 2013 10

556 国語力をつける勉強法 和田秀樹 東京書籍 言語 2007 08

557 日本人とリズム感　「拍」をめぐる日本文化論 樋口桂子 青土社 言語 2017 12

558
増補　日本語の語源　（平凡社ライブラリー
729）

阪倉篤義 平凡社 言語 2011 03

559 国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ
女子栄養
大学出版
部

言語 2021 07

560 最新ことわざ・名言名句事典 創元社編集部【編】 創元社 言語 2016 11

561
「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる　東
大作文

西岡壱誠
東洋経済
新報社

言語 2019 04

562
小論文これだけ！今さら聞けないウルトラ超
基礎編

樋口裕一
東洋経済
新報社

言語 2017 08

563 小論文これだけ！模範解答　超基礎編 樋口裕一;大原理志
東洋経済
新報社

言語 2017 10

564
小論文これだけ！模範解答　医学・看護・医
療編

樋口裕一;大原理志
東洋経済
新報社

言語 2018 10

565 小論文これだけ！慶応・早稲田編 樋口裕一
東洋経済
新報社

言語 2019 08

566
小論文これだけ！模範解答　経済・経営編
短大・推薦入試から難関校受験まで

樋口裕一;大原理志
東洋経済
新報社

言語 2019 11

567
小論文これだけ！　国際・地域・観光・社会・
メディア　超基礎編

樋口裕一
東洋経済
新報社

言語 2020 07

568 ＡＩに負けない子どもを育てる 新井紀子
東洋経済
新報社

言語 2019 09

569 桂三輝の英語落語
桂三輝【演者】;松岡昇
【英語表現解説】

アルク 言語 2020 03

570 英語朗読でたのしむ日本文学
青谷優子;ジュリエット・
W・カーペンター

アルク 言語 2019 04

571
「世界の英語」リスニング　グローバル時代
の必須英語

里井久輝 アルク 言語 2019 10

572
英語の発音は3つだけ改善すれば劇的に向
上する　バイリンガルの鬼、参上！（EJ新書）

リチャード川口 アルク 言語 2021 01

573 起きてから寝るまで英語表現1000
吉田研作【監修】;荒井
貴和;武藤克彦【執筆・
解説】

アルク 言語 2017 12



574
英語でオノマトペ表現　日本語の豊かな擬音
語擬態語を英語でこう言う

ルーク・タニクリフ アルク 言語 2021 07

575
英文法のトリセツ じっくり基礎編 新装版　英
語負け組を救う丁寧な取扱説明書

阿川イチロヲ アルク 言語 2019 07

576
英文法のトリセツ とことん攻略編 新装版
英語負け組を卒業できる取扱説明書

阿川イチロヲ アルク 言語 2019 10

577
英文法のトリセツ 中学レベル完結編 新装版
英語勝ち組を生む納得の取扱説明書

阿川イチロヲ アルク 言語 2019 10

578
ネイティブ感覚 基本動詞使い分けブック
（アルク・ライブラリーシリーズ）

ルース・ファロン アルク 言語 2019 07

579 シンプルな英語で話す日本史
ジェームス・M・バーダ
マン【著】;小川貴宏
【訳】

ジャパンタ
イムズ出版

言語 2015 03

580 「カジュアル系」英語のトリセツ ルーク・タニクリフ アルク 言語 2017 08

581
接遇英語のプロが教える　「出だし」だけ＋
ジェスチャーからはじめるおもてなし英語

中野 美夏子 アルク 言語 2018 01

582
やりがち英語ミスこっそりチェック帳　（アル
ク・ライブラリーシリーズ）

関野孝雄 アルク 言語 2019 04

583
起きてから寝るまで英語表現1000　海外旅
行編　（起きてから寝るまでシリーズ）

吉田研作【監修】;荒井
貴和;武藤克彦【執筆・
解説】

アルク 言語 2019 12

584
指名が途切れない通訳ガイドの英語で日本
紹介アイデアブック

島崎秀定 アルク 言語 2020 04

585 雑談力が伸びる英語の話し方 齋藤孝 アルク 言語 2021 04

586
英会話に自信が持てる！リアクションのトリ
セツ　相づちのベストタイミング、知ってる？
神フレーズや暗記方法も紹介！（EJ新書）

英語のそーた アルク 言語 2021 04

587 文学　（ヒューマニティーズ） 小野正嗣 岩波書店 文学 2012 04

588 世界文学大図鑑　（三省堂大図鑑シリーズ）
ジェイムズ・キャントン
【著】;沼野充義【監修】;
越前敏弥【訳】

三省堂 文学 2017 05

589 子どものころ読んだおとぎ話37選 天沼春樹【編著】 東京書籍 文学 1999 09

590 名字で読む歴史・時代小説 森岡浩 東京書籍 文学 2012 04

591 現実界の探偵　文学と犯罪 作田啓一 白水社 文学 2012 02

592
詩を書くってどんなこと？　こころの声を言葉
にする　（中学生の質問箱）

若松英輔 平凡社 文学 2019 03

593
伊勢物語　流転と変転　鉄心斎文庫本が語
るもの　（ブックレット〈書物をひらく〉 15）

山本登朗 平凡社 文学 2018 08

594 １日で読める平家物語 吉野敬介 東京書籍 文学 2011 12

595
平家物語、史と説話　（平凡社ライブラリー
746）

五味文彦 平凡社 文学 2011 10

596 道元禅師　上　大宋国の空 立松和平 東京書籍 文学 2007 07

597 道元禅師　下　永平寺への道 立松和平 東京書籍 文学 2007 07

598 開花の人　福原有信の資生堂物語 山崎光夫
東洋経済
新報社

文学 2013 02

599 耳袋　1　（平凡社ライブラリー 340）
根岸鎮衛【著】;鈴木棠
三【編】

平凡社 文学 2000 05

600 耳袋　2　（平凡社ライブラリー 346）
根岸鎮衛【著】;鈴木棠
三【編】

平凡社 文学 2000 06

601 鴨長明　（日本人のこころの言葉） 三木紀人 創元社 文学 2012 10

602 「超口語訳」方丈記 濱田浩一郎 東京書籍 文学 2012 05

603 １日で読める徒然草 吉野敬介 東京書籍 文学 2012 10



604 京大・鎌田流　知的生産な生き方 鎌田浩毅
東洋経済
新報社

文学 2009 11

605
寺田寅彦　科学者とあたま　（STANDARD
BOOKS）

寺田寅彦 平凡社 文学 2015 12

606
野尻抱影　星は周る　（STANDARD
BOOKS）

野尻抱影 平凡社 文学 2015 12

607
岡潔　数学を志す人に　（STANDARD
BOOKS）

岡潔 平凡社 文学 2015 12

608
中谷宇吉郎　雪を作る話　（STANDARD
BOOKS）

中谷宇吉郎 平凡社 文学 2016 02

609
牧野富太郎　なぜ花は匂うか　（STANDARD
BOOKS）

牧野富太郎 平凡社 文学 2016 04

610
串田孫一　緑の色鉛筆　（STANDARD
BOOKS）

串田孫一 平凡社 文学 2016 06

611
稲垣足穂　飛行機の黄昏　（STANDARD
BOOKS）

稲垣足穂 平凡社 文学 2016 08

612
朝永振一郎　見える光、見えない光
（STANDARD BOOKS）

朝永振一郎 平凡社 文学 2016 09

613 湯川秀樹　詩と科学　（STANDARD BOOKS） 湯川秀樹 平凡社 文学 2017 01

614
中西悟堂　フクロウと雷　（STANDARD
BOOKS）

中西悟堂 平凡社 文学 2017 04

615
南方熊楠　人魚の話　（STANDARD
BOOKS）

南方熊楠 平凡社 文学 2017 06

616
神谷美恵子　島の診療記録から
（STANDARD BOOKS）

神谷美恵子 平凡社 文学 2017 08

617
日髙敏隆　ネコの時間　（STANDARD
BOOKS）

日髙敏隆 平凡社 文学 2017 10

618
多田富雄　からだの声をきく　（STANDARD
BOOKS）

多田富雄 平凡社 文学 2017 12

619
今西錦司　生物レベルでの思考
（STANDARD BOOKS）

今西錦司 平凡社 文学 2019 02

620
柳田國男　ささやかなる昔　（STANDARD
BOOKS）

柳田國男 平凡社 文学 2019 02

621
宮本常一　伝書鳩のように　（STANDARD
BOOKS）

宮本常一 平凡社 文学 2019 06

622
今和次郎　思い出の品の整理学
（STANDARD BOOKS）

今和次郎 平凡社 文学 2019 08

623
折口信夫 山のことぶれ　（STANDARD
BOOKS）

折口信夫 平凡社 文学 2019 10

624
三木成夫 いのちの波　（STANDARD
BOOKS）

三木成夫 平凡社 文学 2019 12

625
祇園、うっとこの話　「みの家」女将、ひとり語
り

谷口桂子【聞書き】 平凡社 文学 2018 10

626 ルバーイヤート　（平凡社ライブラリー 679）
オマル・ハイヤーム
【著】;岡田恵美子【編
訳】

平凡社 文学 2009 09

627
シェイクスピア大図鑑　（三省堂大図鑑シ
リーズ）

スタンリー・ウェルズ
【著】;河合祥一郎【訳】

三省堂 文学 2016 07

628
シャーロック・ホームズ大図鑑　（三省堂大図
鑑シリーズ）

デイヴィッド・スチュ
アート・デイヴィーズ
【著】;日暮雅通【訳】

三省堂 文学 2016 12

629
MARVEL 倒産から逆転No.1となった映画会
社の知られざる秘密

チャーリー・ウェッツェ
ル;ステファニー・ウェッ
ツェル【著】;上杉隼人
【訳】

すばる舎 文学 2020 09

630
パトリックと本を読む　絶望から立ち上がるた
めの読書会

ミシェル・クオ【著】;神
田由布子【訳】

白水社 文学 2020 05



631
クィア短編小説集　名づけえぬ欲望の物語
（平凡社ライブラリー 844）

A．C．ドイル;H．メル
ヴィル【著】;大橋洋一
【監訳】;利根川真紀;磯
部哲也

平凡社 文学 2016 08

632
グリム童話集　初版　1　（白水Uブックス
164）

Grimm, Jacob;Grimm,
Wilhelm【著】;吉原高
志;吉原素子【訳】

白水社 文学 2007 11

633
グリム童話集　初版　2　（白水Uブックス
165）

Grimm, Jacob;Grimm,
Wilhelm【著】;吉原高
志;吉原素子【訳】

白水社 文学 2007 12

634
グリム童話集　初版　3　（白水Uブックス
166）

Grimm, Jacob;Grimm,
Wilhelm【著】;吉原高
志;吉原素子【訳】

白水社 文学 2008 01

635
グリム童話集　初版　4　（白水Uブックス
167）

Grimm, Jacob;Grimm,
Wilhelm【著】;吉原高
志;吉原素子【訳】

白水社 文学 2008 02

636
グリム童話集　初版　5　（白水Uブックス
168）

Grimm, Jacob;Grimm,
Wilhelm【著】;吉原高
志;吉原素子【訳】

白水社 文学 2008 03

637 移民たち　四つの長い物語
Ｗ・Ｇ・ゼーバルト
【著】;鈴木仁子【訳】

白水社 文学 2020 05

638 フランス小説の扉　（白水Uブックス 1119） 野崎歓 白水社 文学 2010 11

639 「星の王子さま」物語　（平凡社新書 584） 稲垣直樹 平凡社 文学 2011 05

640
ジョルジュ・サンドと四人の音楽家　リスト、ベ
ルリオーズ、マイヤベーア、ショパン（フィ
ギュール彩 3）

坂本千代;加藤由紀 彩流社 文学 2013 10

641 美女と野獣［オリジナル版］
ガブリエル＝シュザン
ヌ・ド・ヴィルヌーヴ;藤
原真実【訳】

白水社 文学 2016 12

642
レ・ミゼラブル　ファンチーヌ　1　（平凡社ライ
ブラリー 892）

ヴィクトール・ユゴー
【著】;西永良成【訳】

平凡社 文学 2019 12

643
レ・ミゼラブル　コゼット　2　（平凡社ライブラ
リー 893）

ヴィクトール・ユゴー
【著】;西永良成【訳】

平凡社 文学 2020 01

644
レ・ミゼラブル　マリユス　3　（平凡社ライブラ
リー 895）

ヴィクトール・ユゴー
【著】;西永良成【訳】

平凡社 文学 2020 02

645
レ・ミゼラブル　プリュメ通りの牧歌とサン・ド
ニ通りの叙事詩　4　（平凡社ライブラリー
898）

ヴィクトール・ユゴー
【著】;西永良成【訳】

平凡社 文学 2020 03

646
レ・ミゼラブル　ジャン・ヴァルジャン　5　（平
凡社ライブラリー 900）

ヴィクトール・ユゴー
【著】;西永良成【訳】

平凡社 文学 2020 04

647
「星の王子さま」に聞く 生きるヒント　サン=テ
グジュペリ名言集

稲垣直樹 平凡社 文学 2020 12

648
エリ・ヴィーゼルの教室から　世界と本と自
分の読み方を学ぶ

アリエル・バーガー
【著】;園部哲【訳】

白水社 文学 2019 09

649
チェコSF短編小説集　（平凡社ライブラリー
872）

ヤロスラフ・オルシャ・
jr.【編】;平野清美【編
訳】

平凡社 文学 2018 10


