
書籍名 著者

1 日本の先進技術と地域の未来 松原宏、地下誠二

2
なぜあの人のジョークは面白いのか？―進化論で読み解く
ユーモアの科学

ジョナサン・シルバータウン

3
100万回シェアされるコピー　ーいますぐ使えるウェブコ
ピー「４つのルール」ー

橋口幸生

4 20代で絶対学んでおくべき心理術 内藤額人

5 スケッチ感覚でインテリアパースが描ける本 中山　繁信

6 ウェルビーイングな社会をつくる -循環型社会をめざす実践 草郷孝好

7 基礎から学ぶチーム開発の成功法則 渡辺,龍司／荻野博章

8 AI×地方創生 -データで読み解く地方の未来- 広良典／須藤一磨／福田幸二

9 21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由 佐宗邦威

10 AIと美学・芸術  人工知能学会（他）

11
ナチス絵画の謎―逆襲するアカデミズムと「大ドイツ美術
展」―

前田良三

12 300年住宅のつくり方  福永博建築研究所
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13
走査透過電子顕微鏡の物理 （基本法則から読み解く物理学最
前線 20）

田中信夫（著）

14
10代のための疲れた心がラクになる本 ―「敏感すぎる」「傷
つきやすい」自分を好きになる方法―

長沼睦雄（著）

15
18歳から読む就「勝」本 ―逆から考えるとうまくいく!本当
に役立つ就活の指南書―

舞田竜宣／中元千鶴

16
発酵食品でつくるシンプル養生レシピ ―江戸の料理本に学ぶ
―

車浮代

17
食の現代社会論 ―科学と人間の狭間から―（フォーラム人間
の食 第2巻）

伏木亨（編）

18
SDGs用語辞典 ―イラスト・図解でよくわかる！ 地球を救う
厳選キーワード400―

小林亮（監修）

19
エンジニアのための失敗マニュアル －痛快な珍問答と失敗の
てんまつ－

涌井伸二

20 今こそ、嫌われる勇気-仕事に効くアドラー心理学- 泉秀一

21 身近に潜む危ない化学反応 （Superサイエンス） 齋藤, 勝裕（著）

22
研究室では「ご安全に!」 ―危険の把握, 安全巡視とヒヤリ
ハット―

片桐, 利真（著）

23 教育現場のための安全な化学実験と事故事例 鈴木, 仁美（著）

24 きょうの作業の安全ポイント集 鹿島建設（著）

25
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（著）

26 "みんな"の政治学 ―変わらない政治を変えるには?― 木下, ちがや（著）

27
13歳からの環境問題 ―「気候正義」の声を上げ始めた若者た
ち―

志葉　玲（著）



28 1週間でITパスポートの基礎が学べる本 渡辺, さき（著）

29 SDGsを学ぶ ―国際開発・国際協力入門― 高柳, 彰夫／大橋, 正明（編）

30 地球環境問題がよくわかる本 浦野, 紘平／浦野, 真弥（著）

31
食品の成分と機能を学ぶ 改訂第2版
（栄養科学イラストレイテッド . 食品学 : 食べ物と健康 1）

水品, 善之／菊崎, 泰枝／小西, 洋太
郎（編）

32
なぜ7割のエントリーシートは、読まずに捨てられるのか?
 ―人気企業の「手口」を知れば、就活の悩みは9割なくなる
―

海老原, 嗣生（著）

33 食品の変敗微生物 ―その原因菌と制御―再改訂増補 内藤, 茂三（著）

34 新・生細胞蛍光イメージング
原口, 徳子／木村, 宏／平岡, 泰
（編）

35 大学生として学ぶ自分らしさとキャリアデザイン
高丸理香、宇賀田栄次
原田いづみ

36 今こそ！嫌われる勇気 ―初めてのアドラー心理学―
前田剛、野村聖子
田原豊

37 1週間でpythonの基礎が学べる本 亀田健司

38 白内障・緑内障 ―視力を失わないための最新知識と治療― ビッセン宮島弘子

39
進化する勉強法―漢字学習から算数、英語、プログラミング
まで―

竹内龍人

40 経営のためのデータマネジメント入門 喜田昌樹

41
はじめての論理学
―伝わるロジカル・ライティング入門―

篠澤和久　松浦明宏
信太光郎　文景楠

42
ライフシフト2
100年時代の行動戦略

アンドリュー・スコット
リンダ・グラットン



43
3級機械設計技術者試験過去問題集 令和2年度/令和元年度/平
成30年度

日本機械設計工業社

44 入試問題で身に付く物理の教養 三澤信也

45 新線形代数 改訂版 高遠節夫

46 新微分積分 1 改訂版 高遠節夫

47 30時間でマスターOffice 2019-Windows10対応- 実教出版企画開発部

48 30時間でマスターExcel 2019 実教出版企画開発部

49 すぐに役立つ「略式」冠婚葬祭ブック 三省堂編修所

50 10倍ラクして成果を上げる完全自動のExcel術 奥谷隆一

51 30時間でマスターWord & Excel 2019 実教出版企画開発部

52
MATLABによるシステムプログラミング～プロセス・ロボッ
ト・非線形システム制御からDCS構築まで～

鄧明聡　姜長安　脇谷伸

53 135の判例に学ぶパワーハラスメントの真実 中村孝雄

54 土木施工管理の「なぜ？」がわかるQ&A 國澤正和

55 超訳LIFE SHIFT
リンダ・グラットン　アンド
リュー・スコット

56 18歳からの格差論―日本に本当に必要なもの― 井手英策　田渕正敏

57 どうなるどうするストレスチェック サートプロ　内田星治



58 大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川幸一

59 2030年の第4次産業革命 尾木蔵人

60
20年後、私たちはどんな自動車に乗っているのか? ―電気自
動車・ハイブリッド車・燃料電池車、そして自動運転車の未
来―

石川憲二

61 AX戦略
ダレル・リグビー　サラ・エル
ク　スティーブ・ベレズ

62 なんでもない日常に物語を CURBON 写真教室 インプレス

63
研究者失格、の私が阪大でいっちゃんおもろい教授になるま
で

千葉　泉

64 100人の人物でわかる日本史 ―大学受験入門― 旺文社

65
100万人が受けたい!見方・考え方を鍛える「中学公民」大人
もハマる授業ネタ

河原 和之

66
第一級陸上特殊無線技士一陸特合格精選420題試験問題集 第
4集

吉川　忠久

67 第一級陸上特殊無線技士試験一陸特集中ゼミ 第3版 吉川　忠久

68 第一級陸上特殊無線技士国家試験計算問題突破塾 第2集 吉川　忠久

69 図説日本の温泉 ―170温泉のサイエンス― 日本温泉科学会

70 マンガでわかるベイズ統計学 高橋　信


