
 

 

  図書名 著者名 出版社 

1 哲学は環境問題に使えるのか アンドリュー・ライト 慶應義塾大学出版会 

2 メタ倫理学の最前線 蝶名林亮 勁草書房 

3 倫理の起源 小浜逸郎 ポット出版プラス 

4 ロボットに倫理を教える ウォラック 名古屋大学出版会 

5 生の倫理と世界の論理 座小田豊 東北大学出版会 

6 ケアの根源を求めて 西平直 晃洋書房 

7 メタ倫理学入門 佐藤岳詩 勁草書房 

8 入門・倫理学 赤林朗 勁草書房 

9 映画で考える生命環境倫理学 吉川孝 勁草書房 

10 文化の進歩と道徳性 大森一三 法政大学出版局 

11 

岩波講座日本経済の歴史 1 中世 11 世紀か

ら 16 世紀後半 

深尾 京司 編 , 中村 尚

史 編 , 中林 真幸 編 

岩波書店 

12 

岩波講座日本経済の歴史 2 近世 16 世紀末

から 19 世紀前半 

深尾 京司 編 , 中村 尚

史 編 , 中林 真幸 編 

岩波書店 

13 

岩波講座日本経済の歴史 3 近代 1 19 世紀

後半から第一次世界大戦前 

中村 尚史 編 , 中林 真

幸 編 , 深尾 京司 編 

岩波書店 

14 

岩波講座日本経済の歴史 4 近代 2 第一次

世界大戦期から日中戦争前 

深尾 京司 編 , 中村 尚

史 編 , 中林 真幸 編 

岩波書店 

 
 

新着図書案内  
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15 

岩波講座日本経済の歴史 5 現代 1 日中戦

争期から高度成長期 

深尾 京司 編 , 中村 尚

史 編 , 中林 真幸 編 

岩波書店 

16 

岩波講座日本経済の歴史 6 現代 2 安定成

長期から構造改革期 

深尾 京司 編 , 中村 尚

史 編 , 中林 真幸 編 

岩波書店 

17 近現代日本経済史要覧 補訂版 三和 良一 編原 朗 編 東京大学出版会 

18 

知へのステップ 第 5 版 大学生からのスタ

ディ・スキルズ 

学習技術研究会 くろしお出版 

19 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 

20 徹底攻略 微分積分 改訂版 真貝 寿明 共立出版 

21 徹底攻略 常微分方程式 真貝 寿明 共立出版 

22 徹底攻略 確率統計 真貝 寿明 共立出版 

23 新・独習微分積分学 梶原  譲二 現代数学社 

24 工学系の数学解析 八木厚志，森田 浩 大阪大学出版会 

25 

実験で使うとこだけ生物統計 1 キホンのキ 

改訂版  

池田 郁男 羊土社 

26 

実験で使うとこだけ生物統計 2 キホンのホン 

改訂版 

池田 郁男 羊土社 

27 天然物化学 菅原 二三男 コロナ社 

28 

新版 ビギナーのための微生物実験ラボガイ

ド (生物工学系テキストシリーズ) 

中村 聡 講談社 



29 国際化学オリンピックに挑戦! 1 ―基礎― 

国際化学オリンピック

OBOG 会  

朝倉書店 

30 

国際化学オリンピックに挑戦! 2 ―無機化

学・分析化学― 

国際化学オリンピック

OBOG 会  

朝倉書店 

31 

国際化学オリンピックに挑戦! 3 ―物理化学

― 

国際化学オリンピック

OBOG 会  

朝倉書店 

32 

国際化学オリンピックに挑戦! 4 ―有機化学

― 

国際化学オリンピック

OBOG 会  

朝倉書店 

33 国際化学オリンピックに挑戦! 5 ―実験― 

国際化学オリンピック

OBOG 会  

朝倉書店 

34 新しい物理化学実験 第 2 版 小笠原正明 三共出版 

35 Professional Engineer Library 有機化学 粳間 由幸 実教出版 

36 単位の成り立ちからみる科学の発展と歴史  西條 敏美 恒星社厚生閣 

37 食品化学 高野克己  実教出版 

38 わかりやすい食品化学 吉田 勉 三共出版 

39 新しい食品化学 川岸舜朗 三共出版 

40 栄養科学イラストレイテッド食品学Ⅰ 水品善之 羊土社 

41 

微生物機能学-微生物リソースと遺伝子リソ

ースの応用 

森田 英利 三共出版 

42 有機資源化学 多賀谷英幸 朝倉出版 

43 水産利用化学の基礎 渡部終五 恒星社厚生閣 



44 

生活環境学ライブラリー 4 

食物科学概論 

的場輝佳  朝倉出版 

45 

バイオプロダクション 

ものつくりのためのバイオテクノロジー  

化学工学会 バイオ部会  コロナ社 

46 資源天然物化学 改訂版 秋久 俊博 共立出版 

47 有機化学演習 : 基本から大学院入試まで 山本学 東京化学同人 

48 演習で学ぶ物理化学 : 熱力学と反応速度 上松敬禧 三共出版 

49 無機化学 (基礎化学コース) 平野 眞一 丸善 

50 理系大学受験 化学の新演習―化学基礎収録 卜部 吉庸 三省堂 

51 防災学習実践事例集―特別支援学校編 社会応援ネットワーク 社会応援ネットワーク 

52 新・らくらくミクロ経済学入門 試験対応 茂木喜久雄 洋泉社 

53 新・らくらくマクロ経済学入門 試験対応 茂木喜久雄 洋泉社 

54 

公務員試験新スーパー過去問ゼミ５ ミクロ

経済学 地方上級/国家総合職・一般職・専門職 

資格試験研究会 実務教育出版 

55 

公務員試験新スーパー過去問ゼミ５ マクロ

経済学 地方上級/国家総合職・一般職・専門

職 

資格試験研究会 実務教育出版 

56 合格テキスト日商簿記 3 級 Ver.１０．０ ＴＡＣ株式会社 ＴＡＣ 

57 

合格テキスト日商簿記２級工業簿記 

Ver.８．０ 

ＴＡＣ株式会社 ＴＡＣ 

58 ポレポレ英文読解プロセス５０ 西きょうじ 代々木ライブラリー 



59 

公式ＴＯＥＩＣ Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ＆ 

Ｒｅａｄｉｎｇ問題集 音声ＣＤ２枚付 ５ 

Educational Testing 

国際ビジネスコミュニ

ケーション協会 

60 編入の微分積分徹底研究 大学編入試験対策 桜井基晴 聖文新社 

61 細野真宏の確率が本当によくわかる本 細野真宏 小学館 

62 

キーポイント確率統計（理工系数学のキーポ

イント６） 

和達三樹、十河清 岩波書店 

63 なっとくする複素関数（なっとくシリーズ） 小野寺嘉孝 講談社 

64 高校数学＋α：基礎と論理の物語 宮腰忠 共立出版 

65 新・物理入門（駿台受験シリーズ） 山本義隆 駿台文庫 

66 新・物理入門問題演習（駿台受験シリーズ） 山本義隆 駿台文庫 

67 

力学 第 2 版（物理学スーパーラーニングシ

リーズ） 

佐川弘幸、清水克多郎 丸善出版 

68 

量子力学 第 2 版（物理学スーパーラーニン

グシリーズ） 

佐川弘幸、清水克多郎 丸善出版 

69 

新・演習電磁気学（新・演習物理学ライブラリ

（３）） 

阿部龍蔵 サイエンス社 

70 

マクスウェル方程式 電磁気学がわかる４つ

の法則 

ダニエル フライシュ 岩波書店 

71 ハッとめざめる確率 安田亨 東京出版 

72 DUO３．０/CD 基礎用 鈴木陽一 アイシービー 

73 必携英単語 LEAP 竹岡広信 チャート研究所 



74 

京大入試に学ぶ英語難構文の真髄（エッセン

ス） 

小倉弘 プレイス 

75 

CD2 枚付 決定版 竹岡広信の英作文が面白

いほど書ける本 

竹岡広信 

KADOKAWA/ 中 経 出

版 

76 入門英文問題精講 ４訂版 竹岡広信 旺文社 

77 

例解 和文英訳教本（文法矯正編）・・英文表

現力を豊かにする 

小倉弘、クリストファバー

ナード 

プレイス 

78 

大学入試英作文ハイパートレーニング和文英

訳編 

大矢復 ピアソン桐原 

79 鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁 鉄緑会英語科 角川学芸出版 

80 自然は方程式で語る 力学読本 大島隆義 名古屋大学出版会 

81 新・明解 C 言語 入門編（明解シリーズ） 柴田望洋 SB クリエイティブ 

82 

新・明解 C 言語で学ぶアルゴリズムとデータ

構造（明解シリーズ） 

柴田望洋 SB クリエイティブ 

83 

定本 C プログラマのためのアルゴリズムと

データ構造（SOFTBANK BOOKS) 

近藤嘉雪 

ソフトバンククリエイ

ティブ 

84 

大矢復 英作文講義の実況中継 (実況中継シ

リーズ)  

大矢復 語学春秋社 

85 

表現のための実践ロイヤル英文法（例文暗記

CD 付き） 

綿貫陽 旺文社 

86 工科の電磁気学 生駒英明 培風館 



87 ビジュアルアプローチ電磁気学 前田和茂 森北出版 

88 

基礎物理学演習（１）（（ライブラリ工学基礎物

理学（別巻＝１））） 

永田一清 サイエンス社 

89 ビジュアルアプローチ力学 為近和彦 森北出版 

90 英語長文レベル別問題集 １超基礎編 安河内哲也、大岩秀樹 東進ブックス 

91 

単位が取れる微積ノート（KS 単位が取れるシ

リーズ） 

馬場敬之 講談社 

92 線形代数（高専テキストシリーズ） 上野健爾 森北出版 

93 確率統計（高専テキストシリーズ） 上野健爾 森北出版 

94 学びのきほん ブッダが教える愉快な生き方 藤田一照 NHK 出版 

95 禅僧が教える考えすぎない生き方 藤田一照 大和書房 

96 私は私のままで生きることにした キムスヒョン（著）吉川南（翻訳） ワニブックス 

97 人生の「主役」はあなたです 鈴木真奈美 PHP 研究所 

98 
思春期を生きる高校生、迷っていい、悩んでいい、

不安でいい 
小野善郎 福村出版 

99 
大学生のためのメンタルヘルスガイド：悩む人、助けたい

人、知りたい人へ（大学生の学びをつくる） 
松本俊彦 大月書店 

100 
君の悩みに答えよう青年心理学者と考える 10 代・

20 代のための生きるヒント 
大野久、小塩真司（編集）他 福村出版 

101 女子の人間関係 水島広子 サンクチュアリ出版 

102 
小さなことに左右されない「本当の自信」を手に入

れる 9 つのステップ 
水島広子 大和出版 

103 
自己肯定感、持っていますか？あなたの世界をガラ

リと変える、たったひとつの方法 
水島広子 大和出版 

104 「自分の居場所がない」と感じた時に読む本 水島広子 かんき出版 

105 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！ 大野正人 文嚮社 



106 多分そいつ、今ころパフェとか食ってるよ。 Jam（著）、名越康文（監修） サンクチュアリ出版 

107 やっぱり、それでいい。 細川貂々、水島広子（著） 創元社 

108 それでいい。 細川貂々、水島広子（著） 創元社 

109 仕事がしたい! 発達障害がある人の就労相談 梅永 雄二  明石書店 

110 

アスペルガー症候群・高機能自閉症の人のハロ

ーワーク  

テ ン プ ル  グ ラ ン デ ィ ン   

( 著 ), ケ イ ト  ダ フ ィ ー   

( 著 ), 梅 永  雄 二  ( 監 修 ),    

柳沢 圭子 (翻訳)  

明石書店 

111 

アスペルガー症候群の人の仕事観―障害特性

を生かした就労支援 

サ ラ  ヘ ン ド リ ッ ク ス   

(著),梅永 雄二(監訳) (監

修),   西川 美樹 (翻訳)  

明石書店 

112 

コミックエッセイ 隠れアスペルガーさんの才

能・仕事の見つけ方 

吉濱 ツトム (著)  宝島社 

113 

人付き合いが苦手なのはアスペルガー症候群

のせいでした。 (コミックエッセイ) 

吉濱 ツトム 宝島社 

114 

片付けられないのはアスペルガー症候群のせ

いでした。 (コミックエッセイ) 

吉濱 ツトム  宝島社 

115 

空気が読めない・融通がきかない・感情の凹凸

が激しい マンガでわかる 私って、アスペルガ

ー! ?  

アズ 直子 (著), 関根 沙耶

花 (監修) 

大和出版 

116 

仕事&生活の「困った! 」がなくなる マンガで

わかる 私って、ADHD 脳!? 

司馬理英子(著) 大和出版 

117 わたし、ADHD ガール。恋と仕事で困ってます。 司馬 理英子  東洋館出版社 



118 思春期の性の悩み Q＆A 北村邦夫 健学社 

119 思春期の心とからだ図鑑 

ロバート・ウィンストン (監

修),名越 康文 (監修),林 啓

恵 (翻訳),    蒔田 和子 (翻

訳)  

三省堂 

120 パパ１年生 

安藤 哲也 (著),ファザーリ

ング ・ジャパン 

かんき出版 

121 

ふたりは同時に親になる: 産後の「ずれ」の処

方箋 

狩野 さやか 猿江商會 

122 はじめてパパになる本   増補改訂版 今田 義夫,貝嶋弘恒(監修) 有楽出版社 

123 ママにはなれないパパ 鈴木 おさむ マガジンハウス 

124 

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 (著)  SB クリエイティブ  

125 

家族の事例に見るモラルハラスメントの心理

分析 －子どものすこやかな発達のために 

浅見 初江 (著)  文芸社 

126 

モラル・ハラスメント―こころの DV を乗り越

える 

橋本 俊和 (著), 橋本 智子 

(著)  

緑風出版 

127 DV・虐待加害者の実体を知る 

ランディ  バンク ロフト 

(著)  

明石書店 

128 

傷ついたあなたへ―わたしがわたしを大切にす

るということ DV トラウマからの回復ワークブ

ック 

レジリエンス (著) 梨の木舎 

129 危険ドラッグ大全 阿部 和穂  武蔵野大学出版会 

130 よくわかる薬物依存 乱用薬物の種類から自分 阿部 和穂  PHP 研究所 



を守る方法まで 

131 

危険ドラッグの表と裏 ~学生に知ってほしい

これからの薬物乱用防止について 

加 藤 哲 太  ( 著 ), 北 垣 邦彦 

(著),嶋根卓也(著) 益山光一

(著),松田勉 (著), 安田一郎 

(著) 

薬事日報社 

132 

YA「心の友だちシリーズ」 

みんなとちがっていいんだよ  

キミに届け！ セミの法則 

ROLLY 著 《ミュージシャ

ン》 

PHP 研究所 

 

133 

YA「心の友だちシリーズ」 

受験生すぐにできる 50 のこと 

中谷彰宏著 《作家》 PHP 研究所 

134 

YA「心の友だちシリーズ」 

高校時代に考えておく 50 のこと・女子編 

有川真由美著 《作家、写真

家》 

PHP 研究所 

135 

YA「心の友だちシリーズ」 

YA！あなたはあなたのままでいい  

心が楽になる 45 の言葉 

宇佐美百合子著 《カウンセ

ラー、作家》 

 

PHP 研究所 

136 

YA「心の友だちシリーズ」 

社会人になる前に知っておくべき 12 カ条 

樋口裕一著 《多摩大学教

授》 

PHP 研究所 

137 

YA「心の友だちシリーズ」 

「やる気スイッチ」が入る！ 30 のヒント 

松田正男著 《やる気スイッ

チグループ代表、株式会社

「拓人」社長》 

 

PHP 研究所 

138 

YA「心の友だちシリーズ」 

中学時代にガンバれる 40 の言葉 

中谷彰宏著 《作家》 

PHP 研究所 

139 YA「心の友だちシリーズ」 童門冬二著 《作家》 PHP 研究所 



歴史を味方にしよう 

140 

YA「心の友だちシリーズ」 

中高生に贈る！「小川式」成績を劇的に伸ばす

60 の方法 

小川仁志著 《哲学者》 

 

PHP 研究所 

141 
YA「心の友だちシリーズ」 

どこまでも生きぬいて 夜回り先生 50 のヒント 

水谷修著 《水谷青少年教育

研究所所長》 

 

PHP 研究所 

142 

YA「心の友だちシリーズ」 

学年ビリから東大へ進み、作家になった私の勉

強法 英数国の成績が劇的にアップする 

竹内薫著 《サイエンス作

家》 

 

PHP 研究所 

143 

YA「心の友だちシリーズ」 

話し方ひとつでキミは変わる 

福田健著 《話し方研究所会

長》 

PHP 研究所 

144 

YA「心の友だちシリーズ」 

国語は語彙力（ごいりょく）！ 受験に勝つ言葉

の増やし方 

齋藤孝著 《明治大学教授》 

 

PHP 研究所 

145 

YA「心の友だちシリーズ」 

「論理的に考える力」を伸ばす 50 の方法 

小野田博一著 《作家》 

PHP 研究所 

146 

YA「心の友だちシリーズ」 

逆境を乗り越える 50 のヒント 逆境を乗り越

える 50 のヒント 

植西聰著 《作家》 

 

PHP 研究所 

147 

YA「心の友だちシリーズ」 

君たちは夢をどうかなえるか 

松本零士著 《漫画家》 

PHP 研究所 



 

 

 

 

 

148 

YA「心の友だちシリーズ」 

［清水式］定期テストで結果を出す 50 の習慣 

清水章弘著 《プラスティー

教育研究所代表取締役》 

PHP 研究所 

149 

YA「心の友だちシリーズ」 

壁を乗り越える論語塾 

安岡定子著 《安岡定子事務

所代表》 

PHP 研究所 

150 

YA「心の友だちシリーズ」 

AI 時代の進路の選び方 

 「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 

竹内薫著 《科学作家》 

 

PHP 研究所 
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