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タイトル 出版社名 著者名

1 政策情報論 共立出版 佐藤, 慶一

2 相互行為秩序と会話分析 ―「話し手」と「共-成員性」をめぐる参加の組織化― 世界思想社教学社 串田, 秀也

3 ちゃんと使える力を身につけるJavaプログラミング入門 マイナビ出版 大澤, 文孝

4 部活動指導・運営ハンドブック 大月書店
一般社団法人 日
本部活指導研究協
会

5 会社をつくれば自由になれる ―中年起業という提案―（しごとのわ）
インプレスＲ＆Ｄ
／インプレスビジ
ネスメディア

竹田, 茂

6 アフリカ ―文学的イメ－ジ― 彩流社
マ－ティン・タッ
カ－山崎勉

7 スピリチュアル紀行台湾 ―魂をゆさぶる麗しの島― 東洋経済新報社 光瀬, 憲子

8 シェアする美術 ―森美術館のSNSマーケティング戦略―【スマホ・読上】 翔泳社 洞田貫　晋一朗

9 人の力を引き出すコーチング術 （平凡社新書 404） 平凡社 原口, 佳典

10 憲法判例50! 第2版（Start up） 有斐閣 上田, 健介

11 帝国日本の記憶 ―台湾・旧南洋群島における外来政権の重層化と脱植民地化―
慶應義塾大学出版
会

三尾, 裕子

12 プラネットアース ―イラストで学ぶ生態系のしくみ― 創元社
レイチェル・イグ
ノトフスキー

13 しっかり学ぶ初級古典ギリシャ語 ―文法と練習問題―（Basic language learning series） ベレ出版 堀川, 宏

14 指揮者は何を考えているか ―解釈、テクニック、舞台裏の闘い―【スマホ・読上】 白水社
ジョン・マウチェ
リ

15
新人・後輩指導コーチングスキル超入門 ―スマ子・まめ子とマンガで学ぶ―（Smart nurse Books

15）
メディカ出版 奥田, 弘美

16
競技スポーツにおけるコーチング・トレーニングの将来展望 ―実践と研究の場における知と技の好

循環を求めて―
筑波大学出版会 高松　薫

17 高校生に知ってほしい心理学 ―どう役立つ?どう活かせる?―第2版 学文社 宮本　聡介

18 学習心理学 （シリーズ心理学と仕事 4） 北大路書房 中條, 和光

19 講義日本文学 ―「共同性」からの視界― 東京大学出版会
東京大学国文学研
究室

20 協力の条件 ―ゲーム理論とともに考えるジレンマの構図― 有斐閣 盛山, 和夫

21 司法・犯罪心理学 （シリーズ心理学と仕事 16） 北大路書房 太田 信夫

22 なるほど!心理学面接法 （心理学ベーシック 第5巻） 北大路書房 米山, 直樹

23 テナント みすず書房
バーナード・マラ
マッド

24 心理学 ―理論か臨床か―改訂版 八千代出版 大芦, 治

25 Reading hacks! ―読書ハック! : 超アウトプット生産のための「読む」技術と習慣― 東洋経済新報社 原尻, 淳一

26 懐古する想像力 ―イングランドの批評と歴史― みすず書房
ステファン・コ
リーニ

27 テクストの擁護者たち ―近代ヨーロッパにおける人文学の誕生―（Bibliotheca hermetica叢書） 勁草書房
アンソニー・グラ
フトン

28 医書の世界 （書物學 = Bibliology 7） 勉誠出版 勉誠

29 共感と精神分析 ―心理歴史学的研究― みすず書房 北村, 隆人

30 日本古代の環境への心性史 ―感性から読み解く環境史― 吉川弘文館 三宅　和朗

31
最強の働き方 ―世界中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に学んだ77の教訓 : 新人からベテラン

まですべての段階で差をつける―
東洋経済新報社 ムーギー・キム

32 Zoom基本+活用ワザ
インプレスＲ＆Ｄ
／インプレスビジ
ネスメディア

田口　和裕

33 格差社会と都市空間 ―東京圏の社会地図1990-2010― 鹿島出版会 橋本健二

34 交錯する台湾認識 ―見え隠れする「国家」と「人びと」―（アジア遊学 204） 勉誠出版 陳, 来幸

35 ポスト・モダンの左旋回 増補新版 作品社 仲正, 昌樹

36 50州が動かすアメリカ政治 勁草書房 久保, 文明

37 国際比較調査の方法と解析
慶應義塾大学出版
会

真鍋, 一史

38 地域文化史の調査と研究 日本経済評論社 鈴木　秀幸

39 障害者の自立生活の展開と労働 ―傷痍軍人から社会起業まで― 大学教育出版 小出, 享一

40 台湾における一党独裁体制の成立
慶應義塾大学出版
会

松田, 康博

41 就活テクニック大全 ―最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める― 東洋経済新報社 坂本, 直文

42
ITエンジニアのための「人生戦略」の教科書 ―技術を武器に、充実した人生を送るための「ビジネ

ス」と「マインドセット」―
マイナビ出版 平城, 寿
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43
いますぐプライベートカンパニーを作りなさい! ―サラリーマンが給料の上がらない時代にお金を残

す方法―
東洋経済新報社 石川, 貴康

44 大衆の反逆 【スマホ・読上】（白水Uブックス） 白水社
ホセ・オルテガ・
イ・ガセット

45 ハンナ・アーレント ―「世界への愛」の物語― みすず書房
エリザベス・ヤン
グ=ブルーエル

46 英語で言いたい日本語の慣用表現 ―読んで楽しい引いて役立つ―【スマホ・読上】 アルク
柴田 真一，鶴田
知佳子

47 ニュー・アソシエーショニスト宣言 作品社 柄谷, 行人

48 公務員をめざす人に贈る行政法教科書 法律文化社 板垣, 勝彦

49 これからの男の子たちへ ―「男らしさ」から自由になるためのレッスン―【スマホ・読上付】 大月書店 太田　啓子

50 中国語を歩く パート3 ―辞書と街角の考現学―（東方選書 49） 東方書店 荒川, 清秀

51 Excelではじめる社会調査データ分析 丸善出版 松原, 望

52 DIY社会学 法律文化社 景山　佳代子

53 起業革命 ―「スタートアップ」のプロが伝授する事業創出のノウハウ― 東洋経済新報社
エムアウト事業開
発グループ

54 コミュニティの幸福論 ―助け合うことの社会学― 明石書店 桜井　政成

55 1/2日分の野菜レシピ ―1日の半量が1皿で!―
女子栄養大学出版
部

小田, 真規子

56 偶然の日本文学 ―小説の面白さの復権― 勉誠出版 真銅, 正宏

57 ホタルと人と文化 大学教育出版 梶田　博司

58 科挙と女性 大学教育出版 高, 峰

59 日本人論・日本論の系譜 （丸善ライブラリー） 丸善出版 石沢　靖治

60
人生を自分らしく生き抜くための意思決定 ―意思決定をする人・その支援をするすべての人に向け

た参考書 : ACP・QOL・QOD・人生デザインシミュレーション―
金芳堂 森岡, 広美

61
American politics from American and Japanese perspectives = 英語と日米比較で学ぶアメリカ政治

（ASシリーズ 第8巻）
大学教育出版 山岸, 敬和

62 部活動の論点 ―「これから」を考えるためのヒント― 旬報社 青柳　健隆

63 公立図書館における指定管理者制度 ―導入館と非導入館が提供するサービスの比較― 樹村房 水沼, 友宏

64 地域バリューチェーン ―持続可能な地域を創る― 勁草書房 板倉, 宏昭

65 大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 東洋経済新報社 菊田, 千春

66 絵本の風がふくとき ―子どもが絵本色に染まる― かもがわ出版 舟橋, 斉

67 「3密」から「3疎」への社会戦略 ―ネットワーク分析で迫るリモートシフト― 明石書店 金光　淳

68 事態の捉え方と述語のかたち ―英語から見た日本語―（開拓社言語・文化選書 83） 開拓社 黒滝　真理子

69
オンライン授業入門 ―Microsoft Teams & Formsを活用した遠隔授業と学生サポート―改訂版

（NextPublishing , OnDeck Books）

インプレスＲ＆Ｄ
／インプレスビジ
ネスメディア

伊藤, 大河

70 地域愛を育てる物語のつくり方 ―「語りべシアター」の魅力― 創元社 栗本　智代

71 好きなことだけして楽をしながら起業しよう 【スマホ・読上】（マイナビ新書） マイナビ出版 片桐, 実央

72 大人が見逃す子どもの危険信号 ―いじめ・自殺・不登校・非行・性・学業不振・友人関係― 学事出版 松原, 達哉

73 遠藤周作神に問いかけつづける旅
慶應義塾大学出版
会

菅野, 昭正

74 1週間でC言語の基礎が学べる本
インプレスＲ＆Ｄ
／インプレスビジ
ネスメディア

75 「ケース研究」著作物の類似性判断 ビジュアルアート編 勁草書房 上野, 達弘

76
起きてから寝るまで中国語表現1000 ―1日の「体の動き」「心のつぶやき」を全部中国語で言って会

話力アップ!― 【音声付】
アルク 顧, 蘭亭

77 リスク大全 ―予測不可能な時代に先手を打つ―（できるビジネス）
インプレスＲ＆Ｄ
／インプレスビジ
ネスメディア

深津, 嘉成

78 アジャイルコーチング オーム社 Rachel Davies

79
原子力発電と地域資源 ―「依存度低減」と「地方創生」への対応―（シリーズ原子力発電と地域 第3

巻）
晃洋書房 井上, 武史

80 ひとりでも学べるフランス語 白水社 中村, 敦子

81 オーケストラ ―知りたかったことのすべて― みすず書房
クリスチャン・メ
ルラン

82 動詞の意味を分解する　続 （開拓社言語・文化選書 82） 開拓社 出水　孝典

83 「環島」ぐるっと台湾一周の旅 【スマホ・読上】 東洋経済新報社 一青, 妙

84 戦後台湾の言語政策 ―北京語同化政策と多言語主義― 東方書店 中川, 仁

85 「地域創生」の法則 ―中小企業×公共=最強の「場」― 東洋経済新報社 尾松, 豪紀

86 貧困パンデミック ―寝ている『公助』を叩き起こす― 明石書店 稲葉, 剛
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87 子どもが育つサッカー指導の「秘訣」!! ―教育学×コーチング学のハイブリッド・マニュアル― 大学教育出版 菊原, 志郎

88 僕らはまだ、臨床研究論文の本当の読み方を知らない。 ―論文をどう読んでどう考えるか― 羊土社 後藤, 匡啓

89 認知言語学研究の広がり ―福岡認知言語学会20周年記念論文集― 開拓社 大橋　浩

90 脳のしくみが解れば英語がみえる （一歩進める英語学習・研究ブックス） 開拓社 濱田　英人

91 フランス心理学の巨匠たち ―16人の自伝にみる心理学史― 三和書籍
フランソワーズ・
パロ

92 ラテン語を読む ―キケロー「スキーピオーの夢」― ベレ出版 山下, 太郎

93 ダーウィンが愛した犬たち ―進化論を支えた陰の主役― 勁草書房
エマ・タウンゼン
ド

94 つたえる文法 （中級フランス語） 白水社 曽我, 祐典

95 創造する都市を探る （フィールド科学の入口） 玉川大学出版部 佐々木 雅幸

96 RCT大全 ―ランダム化比較試験は世界をどう変えたのか― みすず書房
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