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分野 書名 著者名 出版社

入門マルチメディア 画像情報教育振興協会 画像情報教育振興協会

1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座 Mana SBクリエイティブ

働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 川添 愛/花松 あゆみ 朝日出版社

FACTFULNESS ロスリング，ハンス 日経ＢＰ

60分でわかる! IoTビジネス最前線[改訂2版] IoTビジネス研究会 技術評論社

60分でわかる! AIビジネス最前線[改訂2版] AIビジネス研究会 技術評論社

選択日記 アイエンガー，シーナ 文藝春秋

心理学　第５版　補訂版 鹿取 廣人 東京大学出版会

「自分を動かす」技術 ゆうき ゆう/Ｊａｍ 三笠書房

ビビりの人生が変わる　逆転の仕事術 北 宏志 三才ブックス

財務会計･入門 企業活動を描き出す会計情報 とその活用法 桜井 久勝/須田 一幸 有斐閣

移民と日本社会 永吉 希久子 中央公論新社

はじめての人のための経済学史 江頭 進 新世社（渋谷区）

経済ってなんだ？―世界一たのしい経済の教科書 山本 御稔 ＳＢクリエイティブ

正しい「未来予測」のための武器になる数学アタマのつくり方 髙橋 洋一 マガジンハウス

悩める学生のための経済・経営数学入門―

3つの解法テクニックで数学アレルギーを克服!
白田 由香利 共立出版

60分でわかる! DX 最前線 兼安 暁 技術評論社

コミュニティ心理学：実践研究のための方法論 日本コミュニティ心理学会研究委員会 新曜社

コミュニティ心理学入門 植村 勝彦 ナカニシヤ出版

マンガでわかるLGBTQ+ パレットーク 講談社

0歳からのジェンダー・フリー 山梨県立女子短大ジェンダー研究プロジェクト 生活思想社

地域で支える子どもの貧困 南野奈津子他 ぎょうせい

Q&A児童虐待防止ハンドブック（全訂） 児童虐待問題研究会 ぎょうせい

新　心理学的社会心理学 中村 陽吉 ブレーン出版

すぐ役に立つ! 児童相談所のしごとQ&A 児童虐待問題研究会 ぎょうせい
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特別支援教育の授業案づくり 太田 正己 黎明書房

特別支援教育の学習指導案と授業研究 肥後 祥治 ジアース教育新社

U-CANの製作・造形なんでも大百科 U-CAN

子育ての知恵：幼児のための心理学 高橋 惠子 岩波書店

『教育心理学エッセンシャルズ[第２版]』 西村 純一/井森 澄江 ナカニシヤ出版

基礎から学ぶ教育心理学 工藤 俊郎 八千代出版

ぼくはイエローでホワイトで, ちょっとブルー 2 ブレイディみかこ 新潮社

追いついた近代 消えた近代  戦後日本の自己像と教育 苅谷 剛彦 岩波書店

学習意欲の理論: 動機づけの教育心理学 鹿毛 雅治 金子書房

赤ちゃんから遊べるわらべうたあそび55 久津摩英子 チャイルド社

ＩＣＴ活用 新しいはじめの一歩 郡司竜平 学事出版

今日から使える！特別支援iｐaｄ　活用法、見える、わかる、できる使える

111のアイデア
内田義人ほか 合同出版

ICT×特別支援 GIGAスクールに対応したタブレット活用 小・中・高等学

校・特別支援学校 
特別支援教育の実践研究会 明治図書

知的障害特別支援学校 子ども主体の授業づくりガイドブック 佐藤槇二 東洋館出版社

通常学級での特別支援教育のスタンダード 東京都日野市 公立小中学校全教師・教育委員会 東京書籍

日本版WISC-IVによる発達障害のアセスメント 上野一彦 日本文化科学社

よくわかる肢体不自由教育 安藤隆男 ミネルヴァ書房

基礎から学ぶ特別支援教育の授業づくりと生活指導 上田征三 ミネルヴァ書房

知的障害教育を拓く自立活動の指導 渡邉健治 ジアース教育新社

知的障害教育におけるアクティブ・ラーニング 武富博文 東洋館出版社

諸外国の生涯学習 （教育調査） 文部科学省生涯学習政策局 明石書店

点字について話そう 黒崎恵津子 汐文社

点字で書いたラブレター こどもくらぶ 同友館

これだけ点字 田中ひろし 同友館

はじめて点字を読むあなたへ 日本点字図書館 エンパワメント研究所

てんじのあいうえお なかつか ゆみこ 岩崎書店
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完全独習統計学入門 小島 寛之 ダイヤモンド社

ぜんぶわかる人体解剖図 坂井 建雄/橋本 尚詞 成美堂出版

はじめての統計学　レジの行列が早く進むのは,どっち!? サトウ マイ 総合法令出版

新版 双極性障害のことがよくわかる本 野村 総一郎 講談社

自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド 松本 俊彦 法研

ビジネスと人生の「見え方」が一変する 生命科学的思考 高橋 祥子  NewsPicksパブリッシング

絵本で知ろう!SDGs 止めなくちゃ!気候変動 ニール・レイトン ひさかたチャイルド

60分でわかる! 5Gビジネス 最前線 佐野 正弘 技術評論社

豊富な作例で学ぶ Adobe XD Webデザイン入門 井水 大輔 マイナビ出版

初めての建築構造力学 〈建築のテキスト〉編集委員会 学芸出版社（京都）

絵ときコンクリート 浅賀・渡辺・高際他 オーム社

絵とき構造力学 石川敦 オーム社

ゼロからはじめる建築の[構造]入門 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる[構造力学]演習 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる建築の[数学・物理]教室 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる[木造建築]入門 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる[RC造建築]入門 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる[S造建築]入門 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる[RC+S構造]演習 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる建築の[施工]入門 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる[環境工学]入門 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる建築の[設備]教室 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる[建築計画]入門 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる建築の[法規]入門【第3版】 原口 秀昭 彰国社

ゼロからはじめる建築の[インテリア]入門 原口 秀昭 彰国社

2021年度版 2級建築士試験 設計製図課題集 総合資格学院【編】 総合資格

令和3年度版 2級建築士試験設計製図テキスト 総合資格学院【編】 総合資格
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2級建築士 設計製図試験課題対策集 令和3年度版 日建学院教材研究会 建築資料研究社

令和3年度版 2級建築士試験 設計製図課題ドリル 建築士設計製図研究会 市ケ谷出版社

2級建築士過去問題集チャレンジ7 令和3年度版 日建学院教材研究会 建築資料研究社

未来都市はムラに近似する 北山 恒 彰国社 

集落の教え100 原 広司 彰国社

居心地のいい家をつくる 注目の設計士&建築家100人の仕事 共著 パイインターナショナル

アフターコロナのニュービジネス大全　新しい生活様式×世界15カ国の先進

事例
原田 曜平、小祝 誉士夫 ディスカヴァー・トゥエンティワン

60分でわかる! MaaS モビリティ革命 楠田 悦子 技術評論社

アイデアを明確に伝える　光と影、反射の描き方 スコット・ロバートソン ボーンデジタル

Sketching: Drawing Techniques for Product Designers  Koos Eissen  Steur Roselien BIS Publishers; Reprint版

デザインの発想から表現 プロダクトデザインスケッチ 清水 吉治 日本出版サービス

世界を魅了した製品開発メソッドに学ぶ プロダクトデザインのスケッチ技法 ケヴィン・ヘンリー ボーンデジタル

造形の基礎: アートに生きる。デザインを生きる。 白尾 隆太郎、 三浦 明範 武蔵野美術大学出版局

コンセプトが伝わるデザインのロジック OCHABI Institute ビー・エヌ・エヌ新社

レッドーあかくてあおいクレヨンのはなし マイケル・ホール 子どもの未来社

空を巡る旅 ＨＡＢＵ【著】 パイインターナショナル

ゴールデンカムイ　１～27巻 野田サトル 集英社

進撃の巨人　全34巻 諫山創 講談社

ブルーピリオド　11巻 山口つばさ 講談社
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プロ野球チームの社員 髙木 大成 ワニブックス

これから論文を書く若者のために 究極の大改訂版 酒井 聡樹 共立出版

CDブック声に出して読みたい日本語 齋藤孝 草思社

変な家 雨穴  飛鳥新社

残像に口紅を 筒井 康隆 中央公論新社

武士道シックスティーン 誉田 哲也 文藝春秋
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