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タイトル 著編者名 出版社名

1 21世紀の資本 トマ・ピケティ みすず書房

2 英語で日本 (Nippon) 紹介ハンドブック = An introductory handbook to Japan and its people 改訂版 松本, 美江 アルク

3 英語転職の教科書 （アルクはたらく×英語） 村上, 賀厚 アルク

4 Chromeデジタルサイネージ ―IoTで変わるデジタル広告ビジネス―（仕事で使える!） 小林, 直史
インプレスＲ＆Ｄ／インプレス
ビジネスメディア

5 Deep Learning Javaプログラミング ―深層学習の理論と実装―（Impress top gear） 巣籠, 悠輔
インプレスＲ＆Ｄ／インプレス
ビジネスメディア

6 教えて?わかった!アナログ電子回路 小浜, 輝彦 オーム社

7 アナログ電子回路 （基本を学ぶ） 堀田, 正生 オーム社

8 一番わかる!電磁気学演習 浜松, 芳夫 オーム社

9 絵ときでわかる流体工学 2版 安達, 勝之 オーム社

10 新しい物質の科学 ―身のまわりを化学する―改訂2版 鈴木, 孝弘 オーム社

11 COMSOL Multiphysics[R]ではじめる工学シミュレーション みずほ情報総研 コロナ社

12 圧縮性流体力学・衝撃波 佐宗, 章弘 コロナ社

13 美味しいマイナー魚介図鑑 藤原, 昌高 マイナビ出版

14 図説果物の大図鑑 日本果樹種苗協会 マイナビ出版

15 Overcoming anxiety for dummies UK ed（--For dummies） Elaine Iljon Foreman
ワイリー・パブリッシング・ジャ
パン／ワイリー・ブラックウェル

16 プラスチック成形技術の要点 ―「不良ゼロ」のものづくり技術の構築― 高野, 菊雄 丸善出版

17 化学 ―美しい原理と恵み―（サイエンス・パレット 014） Peter Atkins 丸善出版

18 47都道府県・妖怪伝承百科 香川, 雅信 丸善出版

19 エネルギーの視点からみた放射線 ―強くて、恐いけど、怖くない― 田辺, 哲朗 九州大学出版会

20 理工系のための化学実験 ―基礎化学からバイオ・機能材料まで― 大月, 穣 共立出版

21 世界の本屋さん図鑑 ―45カ国・50書店の横顔見て歩き : カラー版― 能勢, 仁 出版メディアパル

22 東アジア液晶パネル産業の発展 ―韓国・台湾企業の急速キャッチアップと日本企業の対応― 赤羽, 淳 勁草書房

23 台湾の企業戦略 ―経済発展の担い手と多国籍企業化への道― 朝元　照雄 勁草書房

24 キャリア教育と就業支援 ―フリーター・ニート対策の国際比較― 小杉, 礼子 勁草書房

25 ネット炎上の研究 ―誰があおり、どう対処するのか― 田中, 辰雄 勁草書房

26 #リパブリック ―インターネットは民主主義になにをもたらすのか― キャス・サンスティーン 勁草書房

27 一般化学 （化学の基本シリーズ 1） 河野, 淳也 化学同人

28 カウンターカルチャーのアメリカ ―希望と失望の1960年代―（ASシリーズ 第12巻） 竹林, 修一 大学教育出版

29 最新進路指導論 （基礎基本シリーズ） 神野, 建 大学教育出版

30 化学工学概論 （First Stageシリーズ 化学工学） 小菅, 人慈 実教出版

31 よくわかる自信がつくビジネスマナー  改訂2版（FOM出版のみどりの本） 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オ－・エム

32 釉とその顔料 （焼結セラミック詳論） 素木, 洋一 技報堂出版

33 事典日本人の見た外国 富田, 仁 日外アソシエーツ

34
0泊3日の支援からの出発 ―早稲田大学ボランティアセンター・学生による復興支援活動―（早稲田
大学ブックレット : 「震災後」に考える 7）

加藤, 基樹 早稲田大学出版部

35 経営者の報酬の法的規律 伊藤, 靖史 有斐閣

36 刑事訴訟法 酒巻, 匡 有斐閣

37 国際政治学をつかむ 新版（Textbooks tsukamu） 村田, 晃嗣 有斐閣

38 非伝統的金融政策 ―政策当事者としての視点― 宮尾, 龍蔵 有斐閣

39 分子運動30講 （物理学30講シリーズ 5） 戸田, 盛和 朝倉書店

40 分離分析化学事典 日本分析化学会 朝倉書店

41 イラストレイテッド光の科学 田所, 利康 朝倉書店

42 化学工学の基礎 新版 上ノ山, 周 朝倉書店

43 食行動の科学 ―「食べる」を読み解く―（食と味嗅覚の人間科学） 今田, 純雄 朝倉書店

44 アナログ電子回路の基礎 堀, 桂太郎 東京電機大学出版局

45 承認欲求 ―「認められたい」をどう活かすか?― 太田, 肇 東洋経済新報社
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46 マイナス金利下における金融・不動産市場の読み方 土地総合研究所 東洋経済新報社

47 基礎からわかる分析化学 （物質工学入門シリーズ） 加藤, 正直 森北出版

48 基礎からわかる機器分析 （物質工学入門シリーズ） 加藤, 正直 森北出版

49
暴力の経験史 ―第一次世界大戦後ドイツの義勇軍経験1918～1923 = Erfahrungsgeschichte der
Gewalt : Freikorpserfahrungen in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg 1918-1923―

今井, 宏昌 法律文化社

50 憲法ガール Remake Edition 大島, 義則 法律文化社

51
ウルトラ図解パーソナリティ障害 ―生きづらさ・苦しみを減らすための理解と接し方―【スマホ・読上
付】（オールカラー家庭の医学）

林　直樹 法研

52 ライフサイエンス試薬活用ハンドブック ―特性,使用条件,生理機能などの重要データがわかる― 田村, 隆明 羊土社

53 はじめて学ぶ、脳の構成細胞と情報伝達の基盤 （みる見るわかる脳・神経科学入門講座 前編） 渡辺, 雅彦 羊土社

54 ビーカーくんとそのなかまたち ―この形にはワケがある!ゆかいな実験器具図鑑― うえたに夫婦 誠文堂新光社

55 マンガでわかるまるごと栄養図鑑 ―正しい健康の知識と管理をキャラクターが教える― 代居, 真知子 誠文堂新光社

56 おもしろ植物図鑑 ―マンガと写真でゆる〜く楽しむ、草花の魅力― 花福, こざる 誠文堂新光社

57 City with a hidden past 槙, 文彦 鹿島出版会

58 光エレクトロニクス （OHM大学テキスト） 的場, 修 オーム社

59 基本からわかる電気電子計測講義ノート 桐生, 昭吾 オーム社

60 電気機器学 持永, 芳文 コロナ社

61 エンジニアのための分子分光学入門 林, 茂雄 コロナ社

62 電気・電子計測工学 （電気・電子系教科書シリーズ 5） 吉澤, 昌純 コロナ社

63 ドローンが拓く未来の空 ―飛行のしくみを知り安全に利用する―（DOJIN選書 73） 鈴木, 真二 化学同人

64 物理化学 （化学はじめの一歩シリーズ 2） 真船, 文隆 化学同人

65 図説放射線学入門基礎から学ぶ緊急被曝ガイド 改訂版 岡崎, 龍史 医療科学社

66 物理化学 （Professional engineer library） 福地, 賢治 実教出版

67 機械・金属材料学 （Professional engineer library） 黒田, 大介 実教出版

68 熱力学 ―事例でわかる考え方と使い方―（専門基礎ライブラリー） 君島, 真仁 実教出版

69 基礎分析化学 小熊, 幸一 朝倉書店

70 光技術入門 第2版 堀内, 敏行 東京電機大学出版局

71 流れ学 ―流体力学と流体機械の基礎― 山田, 英巳 森北出版

72 化学結合論 （物理化学入門シリーズ） 中田, 宗隆 裳華房

73 化学プロセス工学 （化学の指針シリーズ） 小野木, 克明 裳華房


