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書名 著者 出版社

知識 実践 自分で調べる技術 宮内泰介 岩波新書

NFTの教科書 ビジネス・ブロックチェーン・法律・会計まで デジタルデータが資産

になる未来
天羽健介・増田雅史 朝日新聞出版

伝わるデザインの授業 一生使える8つの力が身につく 武田 英志 翔泳社

Webデザイン良質見本帳[第2版] 目的別に探せて、すぐに使えるアイデア集 久保田 涼子 SBクリエイティブ

パワポdeデザイン PowerPointっぽさを脱却する新しいアイデア 菅新汰 インプレス

デザインの現場で役立つ フリーフォントセレクション1100 GOLDEN AXE standards

秒で伝わるパワポ術 仕事でもSNSでも〈いいね〉がもらえるスライド作成のコツ 豊間根 青地 KADOKAWA

無料で作る! お店・小さな会社のためのホームページ作成超入門 岩間 麻帆 技術評論社

よくわかるマスターMOS Word365＆2019 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オー・エム

よくわかるマスターMOS Excel 365＆2019 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オー・エム

よくわかるマスターMOS PowerPoint 365＆2019 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オー・エム

よくわかる臨床心理学　改定新版 下山 晴彦 ミネルヴァ書房

発達心理学Ⅰ 無藤 隆/子安 増生 東京大学出版会

心理学研究法 三浦 麻子 放送大学教育振興会

「自己肯定感低めの人」のための本 山根 洋士 アスコム

伝記 生まれ変わっても自分でいたいって思うために生きてる とうあ KADOKAWA

47都道府県おもしろ図鑑 ***** 昭文社

グローバルマップル 日本地図帳 昭文社地図編集部 昭文社

法律 憲法 （第７版） 芦部 信喜 岩波書店

図解SDGs入門 村上 芽 日経ＢＰＭ

60分でわかる!　ESG超入門 バウンド 技術評論社

スタートアップ経済学シリーズ　経済学史 小峯 敦 ミネルヴァ書房

北海道の経済と開発 小林 好宏 北海道大学出版会
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書名 著者 出版社

幸之助論―「経営の神様」松下幸之助の物語 コッター，ジョン・Ｐ． ダイヤモンド社

みずほ銀行システム統合、苦闘の１９年史 日経コンピュータ 日経ＢＰ

地域共生論 滋賀県立大学地域共生論運営委員会 サンライズ出版

大学生のための異文化・国際理解 高城 玲 丸善出版

親を頼らないで生きるヒント コイケ ジュンコ 岩波書店

狙われる18歳!?―消費者被害から身を守る18のQ&A 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 岩波書店

図解まるわかり DXのしくみ 西村 泰洋 翔泳社

メンバーの頭を動かし顧客を創造する 会議の強化書 高橋輝行 あさ出版

女の子だから、男の子だからをなくす本 ユン ウンジュ エトセトラブックス

施設職員ABA支援入門:行動障害のある人へのアプローチ 村本浄司 学苑社

発達障害のある子のメンタルヘルスケア これからの包括的支援に必要なこと 神尾陽子 金子書房

現場発！知的・発達障害者の就労自立支援 特別支援教育ＯＮＥテーマブック 高原浩(著者),青山新吾(編者) 学事出版

発達障害の人の「就労支援」がわかる本 梅永雄一 講談社

健康で文化的な最低限度の生活 (10) (11) 柏木 ハルコ 小学館

教師のための教育相談 西本 絹子 萌文書林

SDGsと防災教育 藤岡 達也 大修館書店

第四次産業革命と教育の未来 佐藤 学 岩波書店

高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 文部科学省 東洋館出版社

高等学校学習指導要領解説 公民編 文部科学省 東京書籍

中学校学習指導要領解説(社会編) 文部科学省 東洋館出版社

特別支援学校学習指導要領解説 総則等編(高等部) 文部科学省 ジアース教育新社

特別支援学校学習指導要領解説各教科編(小学部・中学部) 文部科学省 開隆堂出版

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成29年4月告示) 文部科学省 海文堂出版

中学校学習指導要領(平成29年3月告示） 文部科学省 東山書房

納得の構造　 渡辺 雅子 東洋館出版社

教育

経済

社会



書名 著者 出版社

身体表現を楽しむあそび作品集 新リズム表現研究会 かもがわ出版

保護者と教師のための応用行動分析入門ハンドブック 井上雅彦 金剛出版

学校を「より楽しく」するための応用行動分析 武藤崇 / 坂本真紀 ミネルヴァ書房

教室の中の応用行動分析学 有川宏幸 明治図書

発達の気になる子の「困った」を「できる」に変える ABAトレーニング 小笠原恵 ナツメ社

新版子どもの発達障害事典 原 仁 合同出版

視覚障害教育に携わる方のために 香川 邦生 ほか 慶應義塾大学出版会

数学 解きたくなる数学 佐藤 雅彦 ほか 岩波書店

植物学 日本のきのこ（山渓カラー名鑑） 今関六也 山と渓谷社

スマホ脳 アンダース・ハンセン 新潮新書

肢体不自由児の医療・療育・教育 改訂3 版 沖高司/岡川敏郎 金芳堂

認知症世界の歩き方 筧 裕介/認知症未来共創ハブ ライツ社

スタンフォードのストレスを力に変える教科書 マクゴニガル，ケリー 大和書房

世界一やさしい依存症入門 松本 俊彦 河出書房新社

境界性パーソナリティ障害のことがよくわかる本 牛島 定信 講談社

身近な人が脳卒中で倒れた後の全生活術 待島 克史 時事通信出版局

ヨーガを始める人のために 田原 豊道/荻山 貴美子 池田書店

家政学 テーブルコーディネートの発想と技法 浜 裕子 誠文堂新光社

行動を変えるデザイン ウェンデル，スティーブン オライリー・ジャパン

建築数量積算基準・同解説 建築工事建築数量積算研究会 建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所

動画で学ぶ二級建築士 学科編 神無 修二＋最端製図.com 学芸出版社

眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話 スタジオワーク 日本文芸社

プロダクトデザイン[改訂版] 商品開発のための必須知識105 日本インダストリアルデザイン協会(JIDA) ビー・エヌ・エヌ

建設業界 DX革命 小柳 卓蔵 幻冬舎

ホロストラクション完全マニュアル 中靜 真吾 幻冬舎

教育

技術

医学



書名 著者 出版社

建設DX デジタルがもたらす建設産業のニューノーマル 木村 駿 日経BP

図解即戦力 建設業界のしくみとビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書降籏 達生 技術評論社

担当者になったら知っておきたい 中堅・中小企業のための「DX」実践講座船井総合研究所 デジタルイノベーションラボ 日本実業出版社

一級建築士合格戦略 法規のウラ指導  2022年版 教育的ウラ指導 学芸出版社

ラクラク突破の1級建築士スピード学習帳2022 三原斉 エクスナレッジ

１級建築士過去問題集チャレンジ7  令和4年度版 日建学院教材研究会 建築資料研究社

１級建築士受験スーパー記憶術 新訂版 原口英昭 彰国社

令和4年度版 ２級建築士試験学科ポイント整理と確認問題 総合資格学院 総合資格

建築水理学―水害対策の知識 桑村 仁 技報堂出版

建築知識ビルダーズ №47 ***** エクスナレッジ

図形で魅せる 広告レイアウトデザイン パイ インターナショナル パイインターナショナル

セールスコピー大全:見て、読んで、買ってもらえるコトバの作り方 大橋 一慶 ぱる出版

ポチらせる文章術 大橋一慶 ぱる出版

ゼロからわかるビジネスInstagram 結果につながるSNS時代のマーケティング戦略 株式会社ホットリンク 朝山高至 SBクリエイティブ

世界一やさしい YouTubeビジネスの教科書 1年生 KYOKO ソーテック社

これからの集客はYouTubeが9割 大原 昌人 青春出版社

儲かる会社はホームページが9割! 芝田 弘美 自由国民社

マンガでわかるWebマーケティング 改訂版 Webマーケッター瞳の挑戦! 村上 佳代・ソウ ・星井 博文 インプレス

マンガでわかる デジタルマーケティング 西井 敏恭 池田書店

健康で文化的な最低限度の生活 (9) 柏木 ハルコ 小学館

健康で文化的な最低限度の生活 (10) 柏木 ハルコ 小学館

ILLUSTRATION 2022 平泉 康児  (監修) 翔泳社

ILLUSTRATION 2021 平泉 康児  (監修) 翔泳社

はるかな旅 岡上淑子作品集 新装版 岡上淑子 河出書房新社

アート　オブ　Ｊ．Ｃ．ライエンデッカー カトラー，ローレンス マール社

技術

美術

商業



書名 著者 出版社

黄金期のイラストレーターに学ぶ魅せるイラストのエッセンス プランケット、ハブッシュ ボーンデジタル

ＳＳイラストメイキングブック　水彩〈vol.01〉 スモールエス編集部 復刊ドットコム

ムーミン童話集　限定ｽﾍﾟｼｬﾙBOX（文庫 全９巻ｾｯﾄ) トーベ・ヤンソン 講談社

ムーミン・コミックス1～14 トーベ・ヤンソン 筑摩書房

ムーミン・コミックスセレクション1～2 トーベ・ヤンソン 筑摩書房

さびしがりやのクニット トーベ・ヤンソン 講談社

ムーミン谷へのふしぎな旅 トーベ・ヤンソン 講談社

ムーミンやしきはひみつのにおい トーベ・ヤンソン 講談社

それから どうなるの？（ムーミン絵本） トーベ・ヤンソン 講談社

英語でもよめるはらぺこあおむし エリック カール 偕成社

動きとシワがよくわかる 衣服の描き方図鑑 服の仕組みから角度別の描き方まで らびまる ホビージャパン

キャライラストを上手く描くためのノウハウ図鑑 絵師100人に聞いて集めた考え方とテクニック200 サイドランチ SBクリエイティブ

ICONISM 世界のアイコン・ピクトグラムのデザイン Sandu Publishing (編集), 尾原 美保 (翻訳) パイインターナショナル

仕事で使えるアイコン素材集 mill design studio 玄光社

Premiere Pro よくばり入門 CC対応 金泉太一 インプレス

体育・スポーツ史概論 木村吉次 市村出版

よくわかるスポーツ文化論 井上 俊/菊 幸一 ミネルヴァ書房

言語 あてはめるだけで“すぐ"伝わる 説明組み立て図鑑 犬塚壮志 SBクリエイティブ

英語が話せる人はやっている 魔法のイングリッシュルーティン Miracle Vell Magic   KADOKAWA 

A4一枚英語勉強法 ニック・ウィリアムソン SBクリエイティブ

中学英語 生徒が5分で話し出す！ スピーキング活動ベスト45 瀧沢広人   学陽書房

中学英語 生徒が対話したくなる! 発問の技術 胡子 美由紀  学陽書房 (2020/3/4) 

ネイティブなら12歳までに覚える 80パターンで英語が止まらない! 塚本 亮 高橋書店  

have do getで英語は9割伝わります! とっさの英語に強くなる! 魔法の万能3動詞 ジュリアーノ 熊代  世界文化社

知ってる英語で何でも話せる! 発想転換トレーニング 田尻 悟郎 コスモピア 

美術

語学

スポーツ



書名 著者 出版社

サービス・ラーニングのためのアクティビティ 山下 美樹 研究社

社会とかかわって学ぶ―大学生が取り組んだ世代性と市民性のサービス・ラーニング実践深作 拓郎  弘前大学出版会

英語教師が知っておきたい日本語のしくみー英文法・英作文指導に活かす 高嶋幸太  大修館書店 

キク英文法 杉 武史   アルク  

英語のハノン 初級 横山 雅彦, 中村 佐知子  筑摩書房  

英会話は筋トレ。 船橋 由紀子  かんき出版 

大学１年生の君が、はじめてレポートを書くまで 川崎 昌平 ミネルヴァ書房

レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド 佐渡島 紗織 ほか 大修館書店

しねるくすり 平沼 正樹 産業編集センター

僕が僕をやめる日 松村 涼哉 KADOKAWA

この夏のこともどうせ忘れる 深沢仁 ポプラ社

明け方の若者たち カツセ マサヒコ 幻冬舎

花束みたいな恋をした : ノベライズ 坂元 裕二/黒住 光 リトル・モア

化物語（上)・(下） 西尾 維新 講談社

桜のような僕の恋人 宇山 佳佑 集英社　

カモフラージュ 松井 玲奈 集英社

鍵のない夢を見る 辻村深月 文藝春秋

ツナグ 辻村深月 新潮社

Another 2001 綾辻行人 KADOKAWA

十角館の殺人 （新装改訂版） 綾辻行人 講談社

ブラックボックス 砂川文次 講談社

黒牢城 米澤 穂信 KADOKAWA

塞王の楯 今村 翔吾 集英社

語学

文学

論文作法


