
 

 

 

 

 

 

 

 

  図書名 著者 出版社 

1 SDGｓ（持続可能な開発目標） 蟹江憲史 著 中央公論新社 

2 
小さな地球の大きな世界 プラネタリー・

バウンダリーと持続可能な開発 

武内 和彦 監修 石井 菜穂子 
監修 谷 淳也 訳 森 秀行 
訳 

丸善出版 

3 
地球に住めなくなる日  「気候崩壊」の避

けられない真実 

デイビッド・ウォレス・ウェル
ズ 著  藤井 留美 訳 

NHK 出版 

4 
ひと目でわかる 地球環境のしくみとはた

らき図鑑 

トニー・ジュニパー 著 / 赤羽 
真紀子 監修 / 大河内 直彦 監
修 / 千葉 喜久枝 訳 

創元社 

5 
サーキュラー・エコノミー 

企業がやるべきＳＤＧｓ実践の書 
中石 和良 ポプラ社 

6 みずをくむプリンセス（絵本） 
作・絵： スーザン・ヴァーデ 
訳： さくま ゆみこ 

さ・え・ら書房 

7 FRau 2020 8 月号   講談社 

8 SDGｓの実践～自治体・地域活性化編～ 
事業構想大学院大学出版部、村上周三

他 
宣伝会議 

9 
SDGs 思想 2030 年のその先へ 17 の目標

を超えて目指す世界 
田瀬和夫、SDG パートナーズ インプレス 

10 SDGs 入門 村上芽・渡辺珠子 日本経済新聞出版 

11 
ＳDGs が生み出す未来のビジネス（できる

ビジネス）できるビジネスシリーズ 
水野雅弘・原裕 インプレス 

12 ＳDGs が問いかける経営の未来 モニターデロイト 日本経済新聞出版 

13 Q＆A SDGｓ経営 笹谷秀光 日本経済新聞出版 

14 SDGs 白書 2019（NextPublishing） 
慶応義塾大学 SFC 研究所×
SDG・ラボ 

インプレス R＆D 

15 60 分でわかる！ＳDGs 超入門 バウンド・佐藤寛他 技術評論社 

 

 

新着図書案内 

21 

今年度は、下記の図書を購入しました！ 

・SDGｓ関連図書 

・情報セキュリティ関連図書 

・ブックハンティング 

・リクエスト図書 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.printout.jp%2FCL%2FCRC%2FBA%2F056%2FCL-CRC-BA-056.html&psig=AOvVaw0lBtP7hee0giKn22TpoIHJ&ust=1577345966927000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDPgfyl0OYCFQAAAAAdAAAAABAK


16 未来をつくる道具 わたしたちの SDGs 川延昌弘 ナツメ社 

17 
2030 年の世界地図帳 新しい経済と

SDGs、未来への展望 
落合陽一 

SB クリエイティ

ブ 

18 マンガでわかる SDGs 
SDGs ビジネス総合研究所経営
戦略会議 

（株）PHP エディタ

ーズ・グループ 

19 
こども SDGs なぜ SDGs が必要なのかが

わかる本 
バウンド・秋山宏次郎 カンゼン 

20 
世界の家 世界のくらし～SDGs につなが

る国際理解～ キッチン、ダイニング 
ERIKO 汐文社 

21 
儲かる SDGｓーー危機を乗り越えるための

経営戦略 
三科公孝 

クロスメディア・パ

ブリッシング 

22 
持続可能な地域のつくり方ー未来を育む    

「人と経済の生態系」のデザイン 
筧裕介  英治出版 

23 
3 ステップで学ぶ自治体 SDGs STEP３事

例で見るまちづくり 
笹谷 秀光 ぎょうせい 

24 SDGs 投資 資産運用しながら社会貢献 渋澤 健 朝日新聞出版 

25 
3 ステップで学ぶ自治体 SDGs STEP２実践

に役立つメソッド 
笹谷 秀光 ぎょうせい 

26 
図解即戦力 SDGs の考え方と取り組みが

これ１冊でしっかりわかる教科書 
バウンド 技術評論社 

27 図解ポケット SDGs がよくわかる本 松原 恭司郎 秀和システム 

28 未来を見る力 人口減少に負けない思考法 河合 雅司 PHP 研究所 

29 
3 ステップで学ぶ自治体 SDGs         

STEP1 基本がわかる Q＆A 
笹谷 秀光 ぎょうせい 

30 
世界がぐっと近くなる SDGs とボクらを

つなぐ本 
池上彰 学研プラス 

31 今日からできる！小さな会社の SDGs 村尾 隆介 青春出版社 

32 

自分ごとからはじめよう SDGs 探究ワーク

ブック ～旅して学ぶ、サスティナブルな

考え方～ 

保本正芳、中西將之他 noa 出版  

33 

今日から使えるワークショップのアイデア

帳 会社でも学校でもアレンジ自在な 30 パ

ターン 

ワークショップ探検部、松場俊
夫他 

翔泳社 

34 お笑い芸人と学ぶ 13 歳からの SDGs たかまつなな くもん出版 

35 ビジネスパーソンのための SDGs の教科書 足達英一郎、村上芽他 日経 BP 



36 キーワードで教えるＳDGs 向山洋一、経済広報センター 騒人社 

37 世界がもし 100 人の村だったら 池田香代子、C ダグラス・ラミス マガジンハウス 

38 月刊ニュースがわかる 2018 年 10 月号   毎日新聞出版 

    

39 

Atlas of Sustanable Development Goals 

2018:From World Development Indicators

（World Bank Atlas） 

World Bank Group World Bank 

40 The Sustainable Develoment Goals United Nations Publication 
United Nations 

Pubns 

41 
Moonshot Innovation:How you can 

positively  impact a billion people 
Mr Ross Thormley 

 CreateSpace 

Independent 

Publishing 

Platform 

42 

Leading Sustainably:The path to 

Sustainable Business and How to SDGs 

Changed Everything 

Trista Bridgers,Donald Eubank Routledge 

 

 

 

 

  

 

1 
R で学ぶ統計的データ解析（データサイエ

ンス入門シリーズ） 
林賢一 

講談社サイエンテ

ィフィック 

2 
テキスト・画像・音声データ分析（データ

サイエンス入門シリーズ） 
西川仁/佐藤智和/市川治 

講談社サイエンテ

ィフィック 

3 
データサイエンスのためのデータベース

（データサイエンス入門シリーズ） 
吉岡真治/村井哲也 

講談社サイエンテ

ィフィック 

4 
モンテカルロ統計計算（データサイエンス

入門シリーズ） 
鎌谷研吾 

講談社サイエンテ

ィフィック 

5 
スパース回帰分析とパターン認識（データ

サイエンス入門シリーズ） 
梅津佑太/西井龍映/上田勇祐 

講談社サイエンテ

ィフィック 

6 
Python で学ぶアルゴリズムとデータ構造

（データサイエンス入門シリーズ） 
辻真吾 

講談社サイエンテ

ィフィック 

7 
統計モデルと推測（データサイエンス入門

シリーズ） 
松井秀俊/小泉和之 

講談社サイエンテ

ィフィック 

8 
データサイエンスのための数学（データサ

イエンス入門シリーズ） 
椎名洋/姫野哲人/保科架風 

講談社サイエンテ

ィフィック 

9 
データサイエンスの基礎（データサイエン

ス入門シリーズ） 
濱田悦生 

講談社サイエンテ

ィフィック 
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10 
最適化手法入門（データサイエンス入門シ

リーズ） 
寒野義博 

講談社サイエンテ

ィフィック 

11 教養としてのデータサイエンス 樋口知之他 
講談社サイエンテ

ィフィック 

12 
R で学ぶ統計的データ解析（データサイエ

ンス入門シリーズ） 
林賢一 

講談社サイエンテ

ィフィック 

13 
テキスト・画像・音声データ分析（データ

サイエンス入門シリーズ） 
西川仁/佐藤智和/市川治 

講談社サイエンテ

ィフィック 

14 令和３年 IT パスポート合格教本 岡嶋 裕史 技術評論社 

15 
情報処理教科書 出るとこだけ！IT パスポ

ートテキスト＆問題集 ２０２１年版 
城田 比佐子 翔泳社 

16 
徹底攻略 令和３年度 情報セキュリティ

マネジメント教科書 
瀬戸美月 齋藤健一 インプレス 

17 
2021 基本情報技術者 午前試験対策書（試

験対策書シリーズ） 
アイテック IT 人材教育研究部 アイテック 

18 
2021 基本情報技術者 午後試験対策書（試

験対策書シリーズ） 
アイテック IT 人材教育研究部 アイテック 

 

 

 

 

 

 

  図書名 著者 出版社 

1 実践コンピュータビジョン Jan Erik Solem 
オライリージャパ

ン 

2 
Unity による AR ゲーム開発 作りながら学ぶ

オーグメンテッドリアリティ入門 
Micheal Lanham 

オライリー・ジャ

パン 

3 
Blender 3D キャラクター メイキング・テク

ニック 
Benjamin 

株式会社ソーテッ

ク 

4 CG ライティングの最強の教科書 Lee Lanier 
株式会社ボーンデ

ジタル 

5 Foundation Blender Compositing Roger Wickes Apress 

6 

無料ではじめる Blender CG アニメーション

テクニック 3DCG の構造と動かし方がしっ

かりわかる 

大澤龍一 技術評論社 

 



7 

無料ではじめる Blender CG イラストテクニ

ック: 3DCG の考え方としくみがしっかりわ

かる 

大澤龍一 技術評論社 

8 
現場ですぐに使える！ Blender 逆引き大全 

300 の極意 Blender 2.8 対応  
薬師寺国安 秀和システム 

9 
表情分析入門―表情に隠された意味をさぐ

る 
P.エクマン 誠信書房 

10 ダイナミックポーズ・ドローイング デヴィッド・H・ロス マール社 

11 
実用メカニズム事典: 機械設計の発想力を

鍛える機構 101 選 
岩本太郎 森北出版 

12 楕円曲線論入門 J.H.シルヴァーマン、J.テイト 丸善出版 

13 【図解】数学の世界 矢沢サイエンスオフィス 
株式会社ワン・パ

ブリッシング 

14 数学のための英語教本 服部久美子 共立出版 

15 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 社会

科学 
資格試験研究会 実務教育出版 

16 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 人文

科学 
資格試験研究会 実務教育出版 

17 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 自然 

科学 
資格試験研究会 実務教育出版 

18 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 判断

推理 
資格試験研究会 実務教育出版 

19 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 数的

推理 
資格試験研究会 実務教育出版 

20 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 文章

理解・資料解釈 
資格試験研究会 実務教育出版 

21 公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 憲法 資格試験研究会 実務教育出版 

22 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 行政

法 
資格試験研究会 実務教育出版 

23 公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６民法Ⅰ 資格試験研究会 実務教育出版 

24 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 民法

Ⅱ 
資格試験研究会 実務教育出版 

25 公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 刑法 資格試験研究会 実務教育出版 

26 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 労働

法 
資格試験研究会 実務教育出版 



27 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ ミク

ロ経済学 
資格試験研究会 実務教育出版 

28 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ マク

ロ経済学 
資格試験研究会 実務教育出版 

29 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 政治

学 
資格試験研究会 実務教育出版 

30 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 行政

学 
資格試験研究会 実務教育出版 

31 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 社会

学 
資格試験研究会 実務教育出版 

32 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 国際

関係 
資格試験研究会 実務教育出版 

33 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 経営

学 
資格試験研究会 実務教育出版 

34 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 会計

学 
資格試験研究会 実務教育出版 

35 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 教育

学・心理学 
資格試験研究会 実務教育出版 

36 
公務員試験 新スーパー過去問ゼミ６ 財政

学 
資格試験研究会 実務教育出版 

37 アーレントのマルクス:労働と全体主義 百木漠 人文書院 

38 
独習大全 絶対に「学ぶこと」をあきらめた

くない人のための 55 の技法 
読書猿 ダイヤモンド社 

    

39 

心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラ

クティス入門―エビデンスを「まなぶ」「つ

くる」「つかう」 

原田隆之 金剛出版 

40 ヤバい統計学 カイザー・ファング 
CCC メディアハ

ウス 

41 最新科学の常識がわかる本 科学雑学研究倶楽部 
株式会社ワン・パ

ブリッシング 

42 語彙力こそが教養である 斉藤 考 角川新書 

43 ウニはすごいバッタもすごい 本川達雄 中公新書 

44 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社新書 

45 マインドフルネスストレス低減法 ジョン・カバットジン 北大路書房 

46 どんな本でも大量に読める「速読」の本 宇都出雅巳 大和書房 

47 ドグラ・マグラ（上） 夢野久作 角川文庫 



48 The Nigth Is Short,Walk on Girl 森見登美彦 Yen On 

49 こわれやすいもの ニール・ゲルマン 
ウィリアム・モロー・

アンド・カンパニー 

50 夜 [新版] エリ･ウィーゼル みすず書房 

51 
ハンガー・ゲーム 0 上 少女は鳥のように歌

い、ヘビとともに戦う 
スーザン・コリンズ 角川文庫 

52 
ハンガー・ゲーム０ 下 少女は鳥のように

歌い、ヘビとともに戦う 
スーザン・コリンズ 角川文庫 

53 
エディアカラ紀・カンブリア紀の生物 (生物

ミステリー (生物ミステリープロ)) 
土屋健 技術評論社 

 

 

 

 

 

 図書名 著者 出版社 

1 
土木職公務員試験専門問題と解答物理編 

（第３版） 

米田昌弘 大学教育出版 

2 
技術系 最新過去問 土木〈平成３０・令

和元年度〉 

資格試験研究会【編】 実務教育出版 

3 
土木職公務員試験専門問題と解答 〈数学

編〉 （第２版） 

米田昌弘 大学教育出版 

4 
土木職公務員試験専門問題と解答必修科目

編 （第５版） 

米田昌弘 大学教育出版 

5 
土木職公務員試験 専門問題と解答―選択

科目編 （第３版） 

米田昌弘 大学教育出版 

6 
技術系最新過去問 工学に関する基礎（数

学・物理）（平成２９～令和元年度） 

資格試験研究会【編】 実務教育出版 

7 
まるわかり！大学編入データブック<2020-

2021 年度版> 

中央ゼミナールステップアップ

サポート部（編） 

オクムラ書店 

8 
まるわかり！大学編入データブック<2021-

2022 年度版> 

中央ゼミナールステップアップ

サポート部（編） 

オクムラ書店 

 

 

 

 


