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1 宇宙はなぜ哲学の問題になるのか (ちくまプリマー新書:332) 伊藤邦武著 筑摩書房 112||I-3

2 運命論を哲学する (現代哲学ラボ・シリーズ:第1巻) 入不二基義, 森岡正博著 明石書店 113.2||I-1

3 現れる存在 : 脳と身体と世界の再統合 アンディ・クラーク著 NTT出版 114.2||C-8

4
「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義 完全翻訳
版

シェリー・ケーガン著/柴田裕之訳 文響社 114.2||K-10

5 エゴ・トンネル : 心の科学と「わたし」という謎
トーマス・メッツィンガー [著]/原
塑, 鹿野祐介訳

岩波書店 114.2||M-8

6 非合理性 (現代哲学のキーコンセプト)
リサ・ボルトロッティ [著]/鴻浩介
訳

岩波書店 115.3||B-1

7 マクダウェルの倫理学 : 『徳と理性』を読む 荻原理著 勁草書房 150.4||O-4

8 小さな倫理学入門 (慶應義塾大学三田哲学会叢書) 山内志朗著 慶慶義塾大学三田哲学会/慶應義塾大学出版会 (発売) 150||Y-4

9 時間術大全 : 人生が本当に変わる「87の時間ワザ」
ジェイク・ナップ, ジョン・ゼラツ
キー著/櫻井祐子訳

ダイヤモンド社 159||K-38

10
失敗を「はね返す人」と「引きずる人」の習慣 : 会社をクビにな
り人生迷子状態の私が思いもよらず大きな飛躍をつかめた理由

並木秀陸著 明日香出版社 159||N-27

11 イチから知りたい!神道の本 : カラー版 三橋健著 西東社 170||M-1-2

12 海軍の日中戦争 : アジア太平洋戦争への自滅のシナリオ 笠原十九司著 平凡社 210.7||K-40

13 「門司港」発展と栄光の軌跡 : 夢を追った人・街・港 第2版 羽原清雅著 書肆侃侃房 219.1||H-8||2

14 伝え方大全 : AI時代に必要なのはIQよりも説得力 カーマイン・ガロ著/井口耕二訳 日経BP/日経BPマーケティング (発売) 336.4||G-7

15
暗号通貨とブロックチェーンの先に見る世界 : テクノロジーはど
んな夢を見せてくれるのか

栗山賢秋, 辻川智也, 鈴木起史著 梓書院 338||K-8

16 会話が苦手な人のためのすごい伝え方 井上裕之著 きずな出版 361.4||I-31

17 人と会っても疲れないコミュ障のための聴き方・話し方 印南敦史著 日本実業出版社 361.4||I-32

18 女性とたばこの文化誌 : ジェンダー規範と表象 舘かおる編 世織書房 383.8||T-4

19
気象と戦術 : 天候は勝敗を左右し、歴史を変える (サイエンス・
アイ新書:SIS-435)

木元寛明著 SBクリエイティブ 391.2||K-2

20 戦慄の記録インパール NHKスペシャル取材班著 岩波書店 391.2||N-1

21
科学哲学の源流をたどる : 研究伝統の百年史 (叢書・知を究め
る:13)

伊勢田哲治著 ミネルヴァ書房 401||I-16

22
ブルーノ・ラトゥールの取説 : アクターネットワーク論から存在
様態探求へ (シリーズ〈哲学への扉〉)

久保明教 [著] 月曜社 401||K-21

23 数学はなぜ哲学の問題になるのか
イアン・ハッキング著/金子洋之,
大西琢朗共訳

森北出版 410.1||H-21

24 数学における証明と真理 : 様相論理と数学基礎論 佐野勝彦 [ほか] 著/菊池誠編 共立出版 410||S-46
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25 自然対数の底1,000,000桁表 : e 第2.71828182845904版 真実のみを記述する会著 暗黒通信団 411.2||S-6||18

26 圏論の道案内 : 矢印でえがく数学の世界 (数学への招待) 西郷甲矢人, 能美十三著 技術評論社 411.6||S-32

27 円周率0x100000桁表 真実のみを記述する会著 暗黒通信団 414.1||S-9

28
数式なしでわかるデータサイエンス : ビッグデータ時代に必要な
データリテラシー

Annalyn Ng, Kenneth Soo共著/上藤
一郎訳

オーム社 417||N-15

29 世界でいちばん素敵な単位の教室 丸山一彦監修 三才ブックス 420.7||M-10

30 12歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤龍一著 ベレ出版 421.3||K-12

31 「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる 井上伸雄著 ベレ出版 427.7||I-3

32 半導体ナノシートの光機能 (化学の要点シリーズ:28) 伊田進太郎著/日本化学会編 共立出版 431.5||I-7

33 光化学の事典
光化学協会光化学の事典編集委員会
編集

朝倉書店 431.5||K-12

34
光化学フロンティア : 未来材料を生む有機光化学の基礎 (Dojin
academic series:9)

水野一彦, 宮坂博, 池田浩編 化学同人 431.5||M-8

35
酸化物の無機化学 : 結晶構造と相平衡 (物質・材料テキストシ
リーズ)

室町英治著 内田老鶴圃 435.4||M-3

36
研究室で役立つ有機実験のナビゲーター : 実験ノートのとり方か
ら機器分析まで 第3版

James W. Zubrick [著]/上村明男訳 丸善出版 437||Z-2||3

37 宇宙史を物理学で読み解く : 素粒子から物質・生命まで 飯嶋徹 [ほか] 編 名古屋大学出版会 443.9||I-6

38 「地球温暖化」の不都合な真実 マーク・モラノ著/渡辺正訳 日本評論社 451.8||M-3

39 鳥類学者無謀にも恐竜を語る (生物ミステリー) 川上和人著 技術評論社 457.8||K-6

40 恐竜博士のめまぐるしくも愉快な日常 真鍋真著 ブックマン社 457.8||M-8

41 恐竜の教科書 : 最新研究で読み解く進化の謎
ダレン・ナイシュ, ポール・バレッ
ト著/吉田三知世訳

創元社 457.8||N-2

42 古生物食堂 (生物ミステリー) 土屋健著/黒丸絵 技術評論社 457.8||T-4

43
リアルサイズ古生物図鑑 : 古生物のサイズが実感できる! 中生代
編

土屋健著 技術評論社 457||T-1||2

44 鉱物レシピ : 結晶づくりと遊びかた さとうかよこ著 グラフィック社 459.9||S-15

45 わいるどらいふっ! : 身近な生きもの観察図鑑 一日一種著 山と溪谷社 460.4||I-4

46
図解身近にあふれる「微生物」が3時間でわかる本 : 思わずだれ
かに話したくなる (Asuka business & language books)

左巻健男編著 明日香出版社 465||S-9

47 侵略者は誰か? : 外来種・国境・排外主義
ジェームズ・スタネスク, ケビン・
カミングス編/井上太一訳

以文社 468||S-20

48 あやしい植物図鑑 : だれかに話したくなる
菅原久夫監修/白井匠, クリハラタ
カシ絵

ダイヤモンド社 470||S-1

49 生きものの持ちかた : その道のプロに聞く 松橋利光著 大和書房 480.4||M-2
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50
絶滅できない動物たち : 自然と科学の間で繰り広げられる大いな
るジレンマ

M.R.オコナー著/大下英津子訳 ダイヤモンド社 480.7||O-2

51
動物学者が死ぬほど向き合った「死」の話 : 生き物たちの終末と
進化の科学

ジュールズ・ハワード著/中山宥訳 フィルムアート社 481.3||H-5

52 昆虫戯画びっくり雑学事典 : えっ!とおどろき、クスッと笑える 丸山宗利文/じゅえき太郎漫画 大泉書店 486||M-2

53 カラスの教科書 松原始著 雷鳥社 488.9||M-1

54 カラスの補習授業 松原始著 雷鳥社 488.9||M-2

55 鳥肉以上、鳥学未満。 川上和人著 岩波書店 488||K-5

56 ネコ科大型肉食獣の教科書 秋山知伸著 雷鳥社 489.5||A-1

57 家畜化という進化 : 人間はいかに動物を変えたか
リチャード・C・フランシス著/西尾
香苗訳

白揚社 489||F-1

58
事例でわかる思春期・おとなの自閉スペクトラム症 : 当事者・家
族の自己理解ガイド

大島郁葉編/大島郁葉, 鈴木香苗著 金剛出版 493.7||O-37

59 絵とき非破壊検査基礎のきそ (Mechatronics series) 谷村康行著 日刊工業新聞社 501.5||T-9

60
作って覚えるFusion 360の一番わかりやすい本 : beginner's
guide to 3D modeling in Fusion 360

堀尾和彦著 技術評論社 501.8||H-13

61 哲学は環境問題に使えるのか : 環境プラグマティズムの挑戦
アンドリュー・ライト, エリック・
カッツ編著

慶應義塾大学出版会 519||L-1

62 お店の解剖図鑑 高橋哲史著 エクスナレッジ 526.6||T-2

63 小さな家の間取り解剖図鑑 本間至著 エクスナレッジ 527.1||H-3

64 ゼロからわかる宇宙防衛 : 宇宙開発とミリタリーの深～い関係 大貫剛著 イカロス出版 538.9||O-12

65 つくりながら学ぶ!PyTorchによる発展ディープラーニング 小川雄太郎著 マイナビ出版 548.91||O-20

66
つくりながら学ぶ!深層強化学習 : PyTorchによる実践プログラミ
ング

小川雄太郎著 マイナビ出版 548.91||O-21

67
Pythonクローリング&スクレイピング : データ収集・解析のため
の実践開発ガイド 増補改訂版

加藤耕太著 技術評論社 548.95||K-5||2

68 Pythonによるwebスクレイピング 第2版 Ryan Mitchell著/黒川利明訳 オライリー・ジャパン/オーム社 (発売) 548.95||M-7||2

69
ブロックチェーンのしくみと開発がこれ1冊でしっかりわかる教科
書 (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかり
やすい!)

コンセンサス・ベイス株式会社著 技術評論社 548.96||C-20

70 Photoshop10年使える逆引き手帖 (ああしたい。こうしたい。) 藤本圭著 SBクリエイティブ 548.96||F-29

71 大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる 久野遼平, 木脇太一著 KADOKAWA 548.96||H-66

72
Photoshopスーパーリファレンス : CC 2019-CS6|Win&Mac対応 :
基本からしっかり学べる

井村克也, ソーテック社著 ソーテック社 548.96||I-53
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73 Photoshopデザインメソッド 初版第1刷 井上のきあ著
エムディエヌコーポレーション/インプレスコミュニ
ケーションズ (発売)

548.96||I-54

74 今日から使えるMacBook Air & Pro : macOS Mojave対応 小枝祐基著 ソシム 548.96||K-136

75 世界一わかりやすいPhotoshop逆引き事典 : CC対応 ピクセルハウス著 技術評論社 548.96||P-13

76 知識ゼロからはじめるPhotoshopの教科書 ソシムデザイン編集部著 ソシム 548.96||S-117

77 Why blockchain : なぜ、ブロックチェーンなのか? 坪井大輔著 翔泳社 548.96||T-93

78
日本駆逐艦物語 新装版 (福井静夫著作集 : 軍艦七十五年回想記:
第5巻)

福井静夫著 光人社 556.9||F-1||5-2

79 八幡製鉄所・職工たちの社会誌 金子毅著 草風館 564||K-18

80
文化・社会と化粧品科学 (『化粧品科学へのいざない』シリーズ:
第1巻)

坂本一民, 山下裕司編 薬事日報社 576.7||S-4||1

81
化粧品の成り立ちと機能 (『化粧品科学へのいざない』シリーズ:
第4巻)

坂本一民, 山下裕司編/早瀬基 [ほ
か] 著

薬事日報社 576.7||S-4||4

82 ウイスキーの教科書 改訂版 橋口孝司著 新星出版社 588.5||H-4||2

83
ビールの図鑑 : 世界のビール131本とビールを楽しむための基礎
知識 新版

日本ビール文化研究会, 日本ビア
ジャーナリスト協会監修

マイナビ出版 588.5||N-4||2

84 世界のビジネスエリートが身につける教養としてのワイン 渡辺順子著 ダイヤモンド社 588.5||W-3

85 チーズの事典 : 絵画・建築・映画・文学で味わう チーズ王国監修 誠文堂新光社 648.1||C-2

86 タコと日本人 : 獲る・食べる・祀る 平川敬治著 弦書房 664.7||H-1

87
毎月100万円以上の報酬を本気で狙う為の【アフィリエイト】上級
バイブル

齊藤ミナヨシ著 秀和システム 673.3||S-2

88
Premiere Pro初級テクニックブック : Premiere Pro
CC2017/CC2018 第2版

石坂アツシ, 笠原淳子共著 ビー・エヌ・エヌ新社 746.7||I-2||2

89
Premiere Proプロが教える知っておくべき効率&品質アップテク
ニック!

石坂アツシ著 ビー・エヌ・エヌ新社 746.7||I-3

90 Premiere Pro逆引きデザイン事典 : CC対応 増補改訂版 千崎達也著 翔泳社 746.7||S-1||3

91 Premiere Pro CCマスターブック : for Windows & Mac 杉原正人著 マイナビ 746.7||S-2

92 あなたは今、この文章を読んでいる。 : パラフィクションの誕生 佐々木敦著 慶應義塾大学出版会 901.3||S-9

93 彼らの物語 : 日本近代文学とジェンダー 飯田祐子著 名古屋大学出版会 910.2||I-51

94 太宰治の虚構 (近代文学研究叢刊:55) 木村小夜著 和泉書院 910.2||K-97

95 太宰論究 佐古純一郎著 朝文社 910.2||S-77

96 錨を上げよ 上 百田尚樹著 講談社 913.6||H-242||1

97 錨を上げよ 下 百田尚樹著 講談社 913.6||H-242||2
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98 旧校舎怪談 (幽ブックス. ゴーストハント:1) 小野不由美著 メディアファクトリー 913.6||O-213-2||1

99 人形の檻 (幽ブックス. ゴーストハント:2) 小野不由美著 メディアファクトリー 913.6||O-213-2||2

100 軍艦防波堤へ : 駆逐艦凉月と僕の昭和二〇年四月 澤章著 栄光出版社 913.6||S-423


