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（１）総記 24 冊
Python 版 コンピュータ科学とプログラミン
グ入門
コンピュータとアルゴリズムの基礎

小高知宏
近代科学社 Digital(2021/2)

はじめての情報理論 第 2 版

稲井寛
森北出版(2020/11)

量子コンピューティング
基本アルゴリズムから量子機械学習まで

情報処理学会 出版委員会【監修】 嶋田
義皓【著】
オーム社(2020/11)
篠山学
森北出版(2020/10)
天野直紀
オーム社(2020/9)

システムプログラミング入門
実行しながら理解する Linux OS のしくみ
プログラミングなしではじめる人工知能
Python 超入門
モンティと学ぶはじめてのプログラミング

及川えり子【著】
オーム社(2020/1)

AI 事典 第 3 版

中島秀之 浅田稔 橋田浩一 松原仁
山川宏 栗原聡 松尾豊【編】
近代科学社(2019/12)
日本の文化をデジタル世界に伝える
京都大学人文科学研究所・共同研究班
【編】 永﨑研宣【著】
樹村房(2019/9)
Python で動かして学ぶ！あたらしい機械学習 伊藤真
の教科書 第 2 版
翔泳社(2019/7)
作 れ ば わ か る ！ Android プ ロ グ ラ ミ ン グ 金宏和實
Kotlin 対応
翔泳社(2019/6)
10 の実践サンプルで学ぶ Android アプリ開発
入門
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マルチメディア時代の情報理論改訂 改訂

小川英一
コロナ社(2019/4)

UI デザインの教科書 新版
マルチデバイス時代のインターフェース設計

原田秀司
翔泳社(2019/1)

GAFA 全解剖
週刊東洋経済ｅビジネス新書 No.292

週刊東洋経済編集部
東洋経済新報社(2018/12)

近未来のコア・テクノロジー
ニューラルネットワーク、データマイニング、
ブロックチェーン、ロボティクス、量子コンピ
ュータが 1 冊でわかる
ｔｈｅ ｆｏｕｒ ＧＡＦＡ 四騎士が創り
変えた世界
四騎士が創り変えた世界
「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東
大読書

三津村直貴
翔泳社(2018/10)

機械学習と深層学習
Python によるシミュレーション

小高知宏
オーム社(2018/5)

メディアと ICT の知的財産権 第 2 版
未来へつなぐデジタルシリーズ 12

菅野政孝 大谷卓史 ほか
共立出版(2018/2)

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(2018/2)
川添愛
東京大学出版会(2017/12)

自動人形の城
人工知能の意図理解をめぐる物語

スコット・ギャロウェイ 【著】 渡会
圭子 【訳】
東洋経済新報社(2018/8)
西岡壱誠
東洋経済新報社(2018/6)

大学１年生からの研究の始めかた

西山敏樹
慶應義塾大学出版会(2016/9)

情報社会の「哲学」
グーグル・ビッグデータ・人工知能

大黒岳彦
勁草書房(2016/8)

白と黒のとびら
オートマトンと形式言語をめぐる冒険

川添愛
東京大学出版会(2013/4)

アカデミック・スキルズ 第 2 版
大学生のための知的技法入門

佐藤望 湯川武
慶應義塾大学出版会(2012/9)

（２）哲学（5 冊）
ニューヨーク大学人気講義
ＳＳ（ハピネス）
ＧＡＦＡ時代の人生戦略
ことばを紡ぐための哲学
東大駒場・現代思想講義

ＨＡＰＰＩＮＥ スコット・ギャロウェイ【著】 渡会圭子
【訳】
東洋経済新報社(2019/11)
中島隆博 石井剛【編著】
白水社(2019/4)

世界で働く人になる！実践編
田島 麻衣子
グローバルな環境でたくましく生きるための アルク(2018/2)
ヒント２６
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実験心理学のための統計学
t 検定と分散分析 心理学のための統計学 2

橋本貴充 荘島宏二郎
誠信書房(2016/7)

100 の思考実験
あなたはどこまで考えられるか

ジュリアン・バジーニ【著】
【訳】
紀伊國屋書店(2012/3)

（３）歴史（３冊）
大学で学ぶ 東北の歴史

向井和美

東北学院大学文学部歴史学科【編】
吉川弘文館(2020/10)

世界史とつなげて学ぶ 中国全史

岡本隆司
東洋経済新報社(2019/7)

若い読者のためのアメリカ史

イェール大学出版局 リトル・ヒストリー
3
ジェームズ・ウエスト・デイビッドソン
【著】 上杉隼人 下田明子【訳】
すばる舎(2018/12)

（４）社会科学（５８冊）
なぜ、DX は失敗するのか？

トニー・サルダナ【著】 ＥＹストラテジ

「破壊的な変革」を成功に導く 5 段階モデル

ー・アンド・コンサルティング【監修】 小
林啓倫【訳】
東洋経済新報社(2021/4)

経営学のための統計学・データ分析

久保克行

はじめての経営学

東洋経済新報社(2021/4)

入門者のための AWS 導入ガイド

田中基敬

北村明彦

出堀琢磨

安斎寛

クラウド戦略が生まれたときに誰もが知るべ 之 安藤遼佑
き「クラウド移行」の第一歩

オーム社(2021/3)

シゴトがはかどる Python 自動処理の教科書

クジラ飛行机

Compass Books シリーズ

マイナビ出版(2020/12)

これからの時代の保育者養成・実習ガイド

大豆生田啓友 渋谷行成 ほか【編著】

学生・養成校・実習園がともに学ぶ

中央法規出版(2020/12)

心理師、関係者、当事者のための実践テキスト 大倉得史 勝浦眞仁【編】
発達障碍のある人と共に育ち合う 「あなた」 金芳堂(2020/11)
と「私」の生涯発達と当事者の視点
世界一わかりやすい DX 入門 GAFA な働き 各務茂雄
方を普通の日本の会社でやってみた。

東洋経済新報社(2020/11)

世界制覇のための事業計画書

湯川抗
クロスメディア・パブリッシング
(2020/8)
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大学１年生からの 社会を見る眼のつくり方

大学初年次教育研究会

シリーズ 大学生の学びをつくる

大月書店(2020/3)

プログラミングとロジカルシンキングが一気 木田知廣
にわかる本

翔泳社(2020/2)

アルゴリズムで論理の流れが見えてくる
ゼロからつくるビジネスモデル

井上達彦
東洋経済新報社(2019/12)

モノのはじまりを知る事典

木村茂光

生活用品と暮らしの歴史

交二

安田常雄

白川部達夫

宮瀧

吉川弘文館(2019/12)
ホモ・デジタリスの時代

ダニエル・コーエン【著】 林昌宏【訳】

ＡＩと戦うための（革命の）哲学

白水社(2019/9)

森林と文化

蛯原一平 齋藤暖生 生方史数【編】

森とともに生きる民俗知のゆくえ

森林科学 共立出版(2019/5)

シリーズ 12
ICT 活用指導力アップ！教育の情報化

梅田恭子 齋藤ひとみ【監修】 髙橋岳之

教員になるための情報教育入門

松永豊 野﨑浩成 福井真二【著】
実教出版(2019/4)

保育実習

児童育成協会【監修】 近喰晴子 寅屋壽

新・基本保育シリーズ 20

廣 松田純子【編】
中央法規出版(2019/2)

右脳思考

内田和成

ロジカルシンキングの限界を超える観・感・勘 東洋経済新報社(2019/1)
のススメ
現代文化論

吉見俊哉

新しい人文知とは何か 有斐閣アルマ

有斐閣(2018/11)

研究開発を成功に導くプログラムマネジメン 日本プロジェクトマネジメント協会
ト
やさしく学ぶ

近代科学社(2018/9)
データ分析に必要な統計の教 羽山博

科書

インプレス(2018/6)

できるビジネスシリーズ
虐待・親にもケアを

森田ゆり【編著】

生きる力をとりもどす MY TREE プログラム

築地書館(2018/6)

遊びが学びに欠かせないわけ

ピーター・グレイ 吉田新一郎【訳】

自立した学び手を育てる

築地書館(2018/4)

決定版 ビットコイン＆ブロックチェーン

岡田仁志
東洋経済新報社(2018/4)
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子どもの貧困と食格差

阿部 彩

お腹いっぱい食べさせたい

【編著】

村山伸子

可知悠子

鳫 咲子

大月書店(2018/4)
経営組織論

鈴木竜太

はじめての経営学

東洋経済新報社(2018/2)

ベンチャー経営論

長谷川博和

はじめての経営学

東洋経済新報社(2018/2)

子どもの貧困に向きあえる学校づくり

鈴木庸裕 丹波史紀 村井琢哉ほか

地域のなかのスクールソーシャルワーク

かもがわ出版(2018/1)

大学生 学びのハンドブック 4 訂版

世界思想社編集部【編】
世界思想社(2018/1)

大学生のための交渉術入門

野沢聡子
慶應義塾大学出版会(2017/12)

世界一わかりやすい リスクマネジメント集中 ニュートン・コンサルティング株式会社
講座

【監修】 勝俣 良介【著】
オーム社(2017/11)

マンキュー マクロ経済学Ⅰ入門篇（第４版） マンキュー，Ｎ．グレゴリー
１

足立英之ほ

か【訳】
東洋経済新報社(2017/11)

不寛容な時代のポピュリズム

森達也
青土社(2017/6)

行動経済学入門

筒井義郎

佐々木俊一郎

山根承子

グ

レッグ・マルデワ
東洋経済新報社(2017/5)
レヴィット ミクロ経済学

基礎編

スティーヴン・レヴィット オースタン・
グールズビー

チャド・サイヴァーソン

安田洋祐【監訳】 高遠裕子【訳】
東洋経済新報社(2017/5)
R ビジネス統計分析 ［ビジテク］

豊澤栄治

3.X 対応

翔泳社(2017/5)

われらの子ども

ロバート・Ｄ．パットナム 柴内康文【訳】

米国における機会格差の拡大

創元社(2017/3)

災害と厄災の記憶を伝える

山名淳【編著】 矢野智司【編著】

教育学は何ができるのか

勁草書房(2017/1)

99％のための経済学入門 第２版

山田博文

マネーがわかれば社会が見える

シリーズ 大月書店(2016/7)

大学生の学びをつくる
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カワイイ文化とテクノロジーの隠れた関係

横幹〈知の統合〉シリーズ編集委員会【編】

横幹〈知の統合〉シリーズ

東京電機大学出版局(2016/4)

大学生が知っておきたい生活のなかの法律

細川幸一
慶應義塾大学出版会(2016/4)

呼び覚まされる霊性の震災学

東北学院大学震災の記録プロジェクト金

３．１１生と死のはざまで

菱清(ゼミナール)【編】
新曜社(2016/1)

実地調査入門

西山敏樹 常盤拓司 鈴木亮子【著】 慶

社会調査の第一歩 アカデミック・スキルズ

應義塾大学教養研究センター【監修】
慶應義塾大学出版会(2015/9)

教師の心が折れるとき

井上麻紀

教員のメンタルヘルス実態と予防・対処法

大月書店(2015/5)

大学生の学習テクニック 第３版

森靖雄

シリーズ 大学生の学びをつくる

大月書店(2014/12)

２１世紀の資本

トマ・ピケティ【著】 山形浩生【訳】
みすず書房(2014/12)

世界で働く人になる！

田島麻衣子

人づきあいと英語のスキルを劇的に上げる４ アルク(2014/12)
１の方法
10 代のうちに知っておきたい折れない心の作 水島広子
り方

紀伊國屋書店(2014/7)

〈私〉をひらく社会学

豊泉周治

若者のための社会学入門

シリーズ

鈴木宗徳

伊藤賢一

出口剛

大学生 司

の学びをつくる

大月書店(2014/4)

大学生になるってどういうこと？

植上一希 寺崎里水

学習・生活・キャリア形成 シリーズ 大学生 大月書店(2014/4)
の学びをつくる
グループ学習入門

新井和広 坂倉杏介【著】 慶應義塾大学

学びあう場づくりの技法 アカデミック・スキ 教養研究センター【監修】
ルズ

慶應義塾大学出版会(2013/4)

グローバルキャリア

石倉洋子

ユニークな自分の見つけ方

東洋経済新報社(2011/4)

職場学習論

中原淳

仕事の学びを科学する

東京大学出版会(2010/11)

超ヤバい経済学

スティーヴン・Ｄ．レヴィット スティー
ヴン・Ｊ．ダブナー 望月衛【訳】
東洋経済新報社(2010/10)
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ストーリーとしての競争戦略
優れた戦略の条件

楠木建

Hitotsubashi Business 東洋経済新報社(2010/5)

Review Books
社会科学系のための「優秀論文」作成術

川崎剛

プロの学術論文から卒論まで

勁草書房(2010/4)

ヤバい経済学〔増補改訂版〕

スティーヴン・D・レヴィット スティー

悪ガキ教授が世の裏側を探検する

ヴン・J・ダブナー 望月衛【訳】
東洋経済新報社(2007/5)

自己発見とあなたの挑戦

小野良太

大学生活をリッチにする入門講座

大学教育出版(2006/5)

大学は地域を活性化できるか

全国四系列 (経営学・商学・会計学・経営

社会に役立つ経営学教育の実践

情報科学) 教育会議【編】
中央経済社(2005/3)

（５）自然科学（４２冊）
R と Python で学ぶ統計学入門

増井敏克
オーム社(2021/5)

ダーウィンが愛した犬たち

エマ・タウンゼンド【著】 渡辺政隆【訳】

進化論を支えた陰の主役

勁草書房(2020/12)

情報数学の基礎 第 2 版

幸谷智紀 國持良行

例からはじめてよくわかる

森北出版(2020/11)

明解入門 流体力学 第 2 版

杉山弘【編著】 松村昌典
森北出版(2020/11)

微分方程式・ラプラス変換・フーリエ解析

一色秀夫 塩川高雄

理工系のための数学入門

オーム社(2020/11)

Excel で学ぶ 統計解析入門

菅民郎

Excel 2019/2016 対応版

オーム社(2020/11)

カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂 松原始
暴、イルカは温厚って本当か？

山と溪谷社(2020/7)

つくりながら学ぶ！ Python による因果分析

小川雄太郎

因 果推 論・因 果探 索の実 践入 門

Compass マイナビ出版(2020/6)

Books シリーズ
動物共生科学への招待

大学教育出版(2020/3)

ヒトと動物と環境の未来をつくる
麻布大学

ヒトと動物の共生科学センター

【編】
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ほか【著】

理系総合のための生命科学 第 5 版

東京大学生命科学教科書編集委員会【編】

分子・細胞・個体から知る“生命”のしくみ

羊土社(2020/3)

物理化学入門シリーズ

河野裕彦
裳華房(2019/11)

街の水路は大自然

野上宏

1.8km の川で出会った野生動物たち

築地書館(2019/9)

図解でわかる！理工系のためのよい文章の書 福地健太郎【文】 園山隆輔【図解】
き方

翔泳社(2019/2)

論文・レポートを自力で書けるようになる方法
ノーベル賞に二度も輝いた不思議な生物

沼田治

テトラヒメナの魅力

慶應義塾大学出版会(2018/10)

生物有機化学

北原武 石神健 矢島新

有機化学スタンダード

裳華房(2018/8)

鹿と日本人

田中淳夫

野生との共生 1000 年の知恵

築地書館(2018/6)

Python による数理最適化入門

久保幹雄【監修】 並木誠【著】

実践 Python ライブラリー

朝倉書店(2018/4)

利己的な遺伝子 40 周年記念版

リチャ－ド・ド－キンス【著】 日高敏隆
岸由二 羽田節子 垂水雄二【訳】
紀伊國屋書店(2018/2)

ベイズ推定入門

大関 真之【著】

モデル選択からベイズ的最適化まで

オーム社(2018/2)

電磁気学Ⅰ

長岡洋介

電場と磁場 物理入門コース 新装版 ３

岩波書店(2017/12)

物理入門コース 新装版 １０

和達三樹
岩波書店(2017/12)

電磁気学 II
変動する電磁場

長岡洋介
物理入門コース

新装版 岩波書店(2017/12)

４
熱・統計力学

戸田盛和

物理入門コース 新装版 ７

岩波書店(2017/12)

挫折しない統計学入門

浅野晃【著】

数学苦手意識を克服する

オーム社(2017/1)

生物学の哲学入門

森元良太 田中泉吏

An introduction to philosophy of biology

勁草書房(2016/8)

大学生のためのメンタルヘルスガイド

松本俊彦【編】

悩む人、助けたい人、知りたい人へ シリーズ 大月書店(2016/7)
大学生の学びをつくる
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ニュートリノで探る宇宙と素粒子

梶田隆章
平凡社(2015/11)

大学で学ぶ 身近な生物学

吉村成弘
羊土社(2015/11)

はじめて学ぶ有機化学

高橋秀依 須貝威 夏苅英昭
化学同人(2015/8)

バイオインフォマティクス入門学会公認

日本バイオインフォマティクス学会【編】
慶應義塾大学出版会(2015/8)

12345

国友直人

統計解析スタンダード

朝倉書店(2015/8)

動物行動の分子生物学

久保健雄

新・生命科学シリーズ

内秀明【著】 太田次郎 赤坂甲治 浅島

奥山輝大

上川内あづさ

竹

誠 長田敏行【編】裳華房(2014/7)
マンガでわかる免疫学

河本宏 しおざき忍
オーム社(2014/6)

早わかりベクトル解析
３つの定理が織りなす華麗な世界

澤野嘉宏
数学のか 共立出版(2014/5)

んどころ 25
子どものメンタルヘルス事典

清水将之

日評ベーシック・シリーズ

日本評論社(2014/4)

円錐曲線

中村滋

歴史とその数理 数学のかんどころ 7

共立出版(2011/12)

マンガでわかる基礎生理学

田中越郎【監】 こやまけいこ【作画】 ビ
ーコム【制作】
オーム社(2011/11)

内積・外積・空間図形を通してベクトルを深く 飯高茂
理解しよう

共立出版(2011/6)

数学のかんどころ 1
文系でもわかるビジネス統計入門

内田学 兼子良久
東洋経済新報社(2010/3)

図解 分子細胞生物学

浅島誠 駒崎伸二
裳華房(2010/2)
坂本順司
裳華房(2009/11)

生物有機化学
ケミカルバイオロジーへの展開

宍戸昌彦 大槻高史
化学の指針 裳華房(2008/2)

シリーズ
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（６）技術、工学（２９冊）
いちばんやさしい WordPress の教本 第 5 版 石川栄和 大串肇 星野邦敏
5.x 対応

インプレス(2021/6)

人気講師が教える本格 Web サイトの作り方
いちばんやさしい教本シリーズ
いちばんやさしい Google マイビジネス＋ロー 伊藤亜津佐
カル SEO の教本

インプレス(2021/5)

人気講師が教える「地図」で伝えるこれからの
集客術 いちばんやさしい教本シリーズ
統計学の基礎から学ぶ Excel データ分析の全 三好大悟【著】 堅田洋資【監修】
知識

インプレス(2021/3)

できるビジネスシリーズ
クラウド&データセンター完全ガイド

2021 完全ガイド編集部

年春号 No.72

インプレス(2021/3)

impress mook
パワエレ図鑑

森本雅之【著】 UNSUI WORKS＋YTI
【制作】
オーム社(2020/12)

できる 仕事がはかどる Google Apps Script 自 吉田哲平【監修】 リブロワークス【著】
動処理 全部入り。

インプレス(2020/11)

全部入り。シリーズ
オンラインで集まろう！ Zoom Google Meet 松下典子 くぼきじゅんこ【執筆】
で始めるパーティーと教室

インプレス(2020/11)

impress mook
いちばんやさしいスマートフォン SEO の教本 江沢真紀 コガン・ポリーナ 井上達也
人気講師が教える検索に強いスマホサイトの インプレス(2020/9)
作り方 いちばんやさしい教本シリーズ
Marketing Python マーケティング・パイソン 高田朋貴 戸澗幸大 西惇宏 丹羽悠斗
AI 時代マーケターの独習プログラミング入門 インプレス(2020/9)
できるビジネスシリーズ
世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑

セオドア・グレイ【著】 ニック・マン【写
真】
創元社(2020/9)

全部入り。シリーズ

ビープラウド【監修】

リブロワークス

【著】
インプレス(2020/8)
理工系大学でどう学ぶ？

広石英記【編著】

〈つなげてつくる〉工学への招待

東京電機大学出版局(2020/4)
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図解 コンピュータアーキテクチャ入門

第 3 堀桂太郎

版

森北出版(2019/12)

森林の歴史と未来

鈴木牧 齋藤暖生 西廣淳

人と生態系のダイナミクス 2

朝倉書店(2019/12)

宮下直

亀田治伸 山田裕進
AWS クラウドの基本と仕組み

翔泳社(2019/10)

エバンジェリストとトレーナーに学ぶ！
Amazon Web Services インフラサービス活用 Michael Wittig Andreas Wittig【著】 株
大全

式会社クイープ【訳】

システム構築／自動化、データストア、高信頼 インプレス(2019/9)
化 impress top gear シリーズ
絵で見てわかる量子コンピュータの仕組み

宇津木健【著】 徳永裕己【監修】
翔泳社(2019/7)

Python ではじめるプログラミング

小波秀雄

データ処理までしっかりマスター

インプレス(2019/4)

いちばんやさしい資料作成＆プレゼンの教本

髙橋惠一郎

人気講師が教える「人の心をつかむプレゼン」 インプレス(2019/4)
のすべて いちばんやさしい教本シリーズ
機械材料学 第 2 版

平川賢爾

遠藤正浩

駒崎慎一

松永久

生 山辺純一郎【著】
朝倉書店(2018/10)
おいしい水から機能をもつ水へ

森澤紳勝
ダイヤモンド社(2018/5)

基礎からわかる環境化学

庄司良 下ヶ橋雅樹

物質工学入門シリーズ

森北出版(2018/4)

実践ロボットプログラミング 第 2 版

藤吉 弘亘

LEGO Mindstorms EV3 で目指せロボコン！

井 成郎

藤井 隆司

鈴木 裕利

石

近代科学社(2018/4)
ROS ロボットプログラミングバイブル

ピョ ヨンソク【著】 倉爪 亮【著】 ジ
ョン リョウン【著】
オーム社(2018/3)

ＳＨＯＥ ＤＯＧ（シュードッグ）

フィル・ナイト 大田黒奉之【訳】

靴にすべてを

東洋経済新報社(2017/11)

技術屋の王国

片山修

ホンダの不思議力

東洋経済新報社(2017/9)

法学・経済学・自然科学から考える環境問題

青木淳一

秋山豊子

大平哲

小林宏充 杉本憲彦 六車明
慶應義塾大学出版会(2017/8)
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金谷信宏

地球環境問題がよくわかる本

浦野紘平 浦野真弥【共著】
オーム社(2017/8)

絵で見てわかるクラウドインフラと API の仕 平山毅【著・監修】 中島倫明 ほか【著】
組み

翔泳社(2016/2)

（７）産業（１０冊）
戦略から始めるエンゲージメントマーケティ 小川共和
ング

クロスメディア・パブリッシング
(2020/11)

デジタル時代の基礎知識『SNS マーケティン 林雅之 本門功一郎
グ』 第 2 版

翔泳社(2020/7)

「つながり」と「共感」で利益を生み出す新し
いルール MarkeZine BOOKS
ブランディング・ファースト

宮村岳志

広告費をかける前に「ブランド」をつくる

クロスメディア・パブリッシング
(2020/5)

森林と菌類

升屋勇人【編】

森林科学シリーズ 10

共立出版(2018/10)

海の生活誌

山口徹

半島と島の暮らし

歴史文化ライブラリー 吉川弘文館(2018/10)

165
デジタル時代の基礎知識『PR 思考』

伊澤佑美 根本陽平

人やメディアが「伝えたくなる」新しいルール 翔泳社(2018/3)
MarkeZine BOOKS
基礎＆応用力をしっかり育成！ Android アプ 齊藤新三【著】 山田祥寛【監修】
リ開発の教科書

翔泳社(2018/2)

なんちゃって開発者にならないための実践ハ
ンズオン Code Zine BOOKS
デジタル時代の基礎知識『リサーチ』

石渡佑矢

多彩なデータから顧客の「すべて」を知る新し 翔泳社(2017/12)
いルール MarkeZine BOOKS
鯨を生きる

赤嶺淳

鯨人の個人史・鯨食の同時代史 歴史文化ライ 吉川弘文館(2017/2)
ブラリー 445
観光旅行の心理学

佐々木土師二
北大路書房(2007/3)
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（８）芸術、美術（１冊）
サムライブルーの料理人

西芳照

サッカー日本代表専属シェフの戦い

白水社(2011/5)

（９）言語（１１冊）
大学と社会をつなぐライティング教育

村岡貴子

鎌田美千子

仁科喜久子【編

著】
くろしお出版(2018/12)

英語教育と言語研究

西原哲雄【編】

朝倉日英対照言語学シリーズ〔発展編〕 4

朝倉書店(2018/10)

バイリンガルの世界へようこそ

フランソワ・グロジャン【著】 西山教行

複数の言語を話すということ

【監訳】

石丸久美子

大山万容

杉山

香織【訳】
勁草書房(2018/9)
レポート・論文の書き方入門 第４版

河野哲也
慶應義塾大学出版会(2018/7)

世界の中の日本語 （新装版）

北原保雄【監修】 早田輝洋【編】

朝倉日本語講座 1

朝倉書店(2018/5)

クリティカル・リーディング入門

大出敦【著】 慶應義塾大学教養研究セン

人文系のための読書レッスン アカデミック・ ター【監修】
スキルズ

慶應義塾大学出版会(2015/10)

大学生のための論文・レポートの論理的な書き 渡邊淳子
方

研究社(2015/8)

アカデミックライティング入門 第 2 版

吉田友子

英語論文作成法

慶應義塾大学出版会(2015/4)

学生による学生のためのダメレポート脱出法

慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員

アカデミック・スキルズ

慶應義塾大学教養研究センター【監修】
慶應義塾大学出版会(2014/10)

卒業論文・修士論文作成の要点整理 実践マニ 滝川好夫
ュアル

税務経理協会(2014/3)

コピペと言われないレポートの書き方教室

山口裕之

３つのステップ

新曜社(2013/7)

（１０）文学（５冊）
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「ジェンダー」で読む物語
赤ずきんから桜庭一樹まで

髙岡尚子【編著】
奈良女子大学〈ま かもがわ出版(2019/2)

ほろば〉叢書
10 億分の 1 を乗りこえた少年と科学者たち

マ－ク・ジョンソン キャスリ－ン・ギャ

世界初のパ－ソナルゲノム医療はこうして実 ラガ－【著】 梶山あゆみ【訳】 井元清
現した

哉【解説】
紀伊國屋書店(2018/11)

ゲッベルスと私

ブルンヒルデ・ポムゼル ト－レ・D．ハ

ナチ宣伝相秘書の独白

ンゼン【著】 石田勇治【監修】 森内薫
赤坂桃子【訳】
紀伊國屋書店(2018/6)

アウシュヴィッツの歯科医

ベンジャミン・ジェイコブス【著】 上田
祥士【監訳】 向井和美【訳】
紀伊國屋書店(2018/2)

ぼくはお金を使わずに生きることにした

マーク・ボイル 吉田奈緒子
紀伊國屋書店(2011/11)

（１１）未分類（２冊）
R によるデータ分析のレシピ

舟尾暢男【著】
オーム社(2020/11)

Python で学ぶ はじめての AI プログラミン 小高知宏【著】
グ 自然言語処理と音声処理

オーム社(2020/9)

自然言語処理と音声処理
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