
書名 著者 出版者
1 すぐに結果を出せるすごい集中力 : スマホ時代に必要な「差をつける」テクニック 荘司雅彦 秀和システム

2 数値化の鬼 : 「仕事ができる人」に共通する、たった1つの思考法 安藤広大 ダイヤモンド社

3 プレゼンの大学 : 想いの力で心を動かす資料作成の新しい教科書 藤倉礼亜
クロスメディア・パ

ブリッシング
4 iPadで絶対に忘れない最高の勉強法 YMK 技術評論社

5 ラブカは静かに弓を持つ 安壇美緒 集英社

6 月の立つ林で 青山美智子 ポプラ社

7 夜の道標 芦沢央 中央公論新社

8 しろがねの葉 千早茜 新潮社

9 光のとこにいてね 一穂ミチ 文藝春秋

10 シーソーモンスター (中公文庫:[い-117-2]) 伊坂幸太郎 中央公論新社

11 宙 (そら) ごはん 町田そのこ 小学館

12 よって件のごとし : 三島屋変調百物語八之続 宮部みゆき KADOKAWA

13 汝、星のごとく 凪良ゆう 講談社

14 君のクイズ 小川哲 朝日新聞出版

15 荒地の家族 佐藤厚志 新潮社

16 川のほとりに立つ者は 寺地はるな 双葉社

17 7.5グラムの奇跡 砥上裕將 講談社
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18 方舟 夕木春央 講談社
19 Pythonではじめるベイズ機械学習入門 森賀新, 木田悠歩, 須山敦志 講談社
20 メタバースのしくみ (図解まるわかり) 波多間俊之 翔泳社
21 超デジタル世界 : DX、メタバースのゆくえ (岩波新書:新赤版 1956) 西垣通 岩波書店
22 ゼロから学ぶはじめてのWordPress : 簡単にできるWebサイト制作入門 泰道ゆりか SBクリエイティブ
23 Microsoft Office 2021を使った情報リテラシーの基礎 切田節子 ほか共著 近代科学社

24 実務者のための著作権ハンドブック 新版
池村聡, 小坂準記,

澤田将史編著
著作権情報センター

25 近現代日本人物史料情報辞典 4 伊藤隆, 季武嘉也編 吉川弘文館
26 過剰可視化社会 : 「見えすぎる」時代をどう生きるか (PHP新書:1307) 與那覇潤 PHP研究所
27 そもそも民主主義ってなんですか? : 知識ゼロからわかる! 宇野重規 東京新聞
28 さらば、男性政治 (岩波新書:新赤版 1955) 三浦まり 岩波書店
29 政治と宗教 : 統一教会問題と危機に直面する公共空間 (岩波新書:新赤版 1957) 島薗進編 岩波書店

30
「情報自由法」で社会を変える! : 情報開示最強ツールの実践ガイド                     (岩
波ブックレット:No.1073)

ジョン・ミッチェル 岩波書店

31 私たちと戦後責任 : 日本の歴史認識を問う (岩波ブックレット:No.1075) 宇田川幸大 岩波書店
32 第三次世界大戦はもう始まっている (文春新書:1367) エマニュエル・トッド 文藝春秋
33 生きるために必要な「法律」のはなし : 大人になる前に知ってほしい 木村真実 ほか監修 ナツメ社

34 まだ、法学を知らない君へ : 未来をひらく13講
東京大学法学部

「現代と法」委員会編
有斐閣

35
マルクス : 生を呑み込む資本主義
(講談社現代新書:2695. 現代新書100 : hundred/今を生きる思想)

白井聡 講談社

36 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!
本間正人,

山本ミッシェールのぞみ
合同出版

37 データ思考入門 (講談社現代新書:2694) 荻原和樹 講談社

本屋大賞ノミネート作

イラストつきでわかりやすい



38 ふしぎな日本人 : 外国人に理解されないのはなぜか (ちくま新書:1629)
塚谷泰生,

ピーター・バラカン
筑摩書房

39 見た目が気になる : 「からだ」の悩みを解きほぐす26のヒント (14歳の世渡り術) 河出書房新社編 河出書房新社
40 協同学習を深める : 主体的、協同的で生き方につながる学びの実現 杉江修治 ナカニシヤ出版
41 理数探究の考え方 (ちくま新書:1689) 石浦章一 筑摩書房
42 帝国支配の最前線 : 植民地 (地域のなかの軍隊:7) 坂本悠一編 吉川弘文館
43 「沖縄」基地問題を知る事典 前田哲男, 林博史, 我部政明編 吉川弘文館
44 はまると深い!数学クイズ : 直感力・思考力を磨く (ブルーバックス:B-2222) 横山明日希 講談社
45 学校では教えてくれない超ディープな数学の教科書 難波博之 SBクリエイティブ
46 数学ソフトウェアの作り方 (コンピュータと数学の織りなす革新) 高山信毅 [ほか] 共立出版
47 常微分方程式入門 : 物理を使うすべての人へ 大信田丈志 日本評論社
48 よくわかるデータリテラシー : データサイエンスの基本 阿部圭一 近代科学社
49 実験データ分析入門 : 統計の基礎と実践的な使い方 Graham Currell 東京化学同人
50 予測にいかす統計モデリングの基本 : ベイズ統計入門から応用まで 改訂第2版 樋口知之 講談社
51 宇宙検閲官仮説 : 「裸の特異点」は隠されるか (ブルーバックス:B-2223) 真貝寿明 講談社

52
恐竜の時代--誕生、繁栄、そして大量絶滅 (ブルーバックス:B-2204. カラー図説生
命の大進化40億年史:中生代編)

土屋健 講談社

53 新しいゲノムの教科書 (ブルーバックス:B-2221) 中井謙太 講談社
54 医の変革 (岩波新書:新赤版 1959) 春日雅人編 岩波書店

55
からだの検査数値 : 検診データの正しい意味と,病気のサイン・予防法がわかる
改訂第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック)

ニュートンプレス

56 HSPブームの功罪を問う (岩波ブックレット:No.1074) 飯村周平 岩波書店
57 「心の病」の脳科学 : なぜ生じるのか、どうすれば治るのか (ブルーバックス:B-2224林(高木)朗子, 加藤忠史編 講談社
58 普通という異常 : 健常発達という病 (講談社現代新書:2692) 兼本浩祐 講談社
59 ワクチンの噂 : どう広まり、なぜいつまでも消えないのか ハイジ・J・ラーソン みすず書房

中学数学の学び直しに



60 パンデミックから何を学ぶか : 子育て・仕事・コミュニティをめぐる医療人文学 カリ・ニクソン みすず書房
61 糖質中毒 : 痩せられない本当の理由 (文春新書:1349) 牧田善二 文藝春秋
62 様式とかたちから建築を考える 五十嵐太郎, 菅野裕子 平凡社
63 世界を変えた建築構造の物語 ロマ・アグラワル 草思社

64 多様化する構造デザイン : 未来へと繋ぐ平成時代の軌跡
日本構造家倶楽部多様化
する構造デザイン編集委

員会編著
建築技術

65 めっちゃ使える!設計目線で見る「機械材料の基礎知識」 大薗剣吾, 福﨑昌宏, 田口宏之 日刊工業新聞社
66 ドローンのつくり方・飛ばし方 : 構造、原理から製作・カスタマイズまで 野波健蔵 ほか オーム社
67 図解制御盤の設計と製作 佐藤一郎 オーム社
68 よ～くわかる最新電子回路の基本としくみ 第2版 (How-nual図解入門) 石川洋平, 野口卓朗 秀和システム
69 巨大おけを絶やすな! : 日本の食文化を未来へつなぐ (岩波ジュニア新書:962) 竹内早希子 岩波書店
70 はじめてのマーケティング 新版 (有斐閣ストゥディア) 久保田進彦, 澁谷覚, 須永努 有斐閣
71 消費者心理学のための統計学 : 市場調査と新商品開発 (心理学のための統計学:8) 齋藤朗宏, 荘島宏二郎 誠信書房
72 東アジア電信網と朝鮮通信支配 (情報覇権と帝国日本:3) 有山輝雄 吉川弘文館
73 はじめてのクラシック音楽 (講談社現代新書:2693) 許光俊 講談社
74 直訳してはいけない英語表現200 (KAWADE夢新書:S441) 牧野高吉 河出書房新社
75 いちにち、古典 : 「とき」をめぐる日本文学誌 (岩波新書:新赤版 1958) 田中貴子 岩波書店
76 ネット右翼になった父 (講談社現代新書:2691) 鈴木大介 講談社

時代の要請にどう向き合ってき

たか

EBSCO host

データベースの

無料トライアルは3/31まで

です。（学内アクセスのみ）

ぜひご利用ください！

【春休みの開館時間】

平日 8：30～16：55

土日祝 休館
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