
書名 発注館

1 刑法総論の悩みどころ / 橋爪隆 -- 有斐閣 , 2020 本館

2 リベラル・ナショナリズム憲法学: 日本のナショナリズムと文化的少数者の権利 / 栗田 佳泰 -- 2019 本館

3 欧州の教育・雇用制度と若者のキャリア形成: 国境を越えた人材流動化と国際化への指針 -- 2019 本館

4 労働・職場調査ガイドブック / 梅崎 修  -- 2019 本館

5 憲法判例50! 第2版 (START UP) / 上田健介 -- 有斐閣 , 2020 本館

6 ヴィクトリアン・サーヴァントー階下の世界 / パメラ・ホーン -- 英宝社 , 2005 本館

7 民法 / 伊藤真監修. -- 第3版. -- 法学書院, 2019. -- (司法試験・予備試験伊藤真の速習短答過去問 / 伊藤真監修). 本館

8 みんなが欲しかった!行政書士の問題集 -- TAC出版 , 2020 本館

9 みんなが欲しかった!行政書士の40字記述式問題集 -- TAC出版 , 2020 本館

10 みんなが欲しかった!行政書士の最重要論点150 -- TAC出版 , 2020 本館

11 外国人労働者と法 (入管法政策と労働法政策) / 早川/智津子 -- 信山社 , 2020 本館

12 OpenAI Gym / Baselines 深層学習・強化学習 人工知能プログラミング 実践入門 / 布留川 英一 -- ボーンデジタル , 2020 本館

13 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則 / ジョージ・Ｓ・クレイソン (著), 坂野旭 (著), 大橋弘祐  -- ぱる出版 , 2019 本館

14 泣きたくなったあなたへ 本館

15 手ぶらで生きる 本館

16 リュッケ 人生を豊かにする「6つの宝物」 本館

17 「社外取締役ガイドライン」の解説〔第３版〕 / 日本弁護士連合会司法制度調査会 社外取締役ガイドライン検討チーム -- 商事法務 , 2020 本館

18 ビジネスパーソンのための教養としての世界三大宗教 本館

19 ヨガライフ 体と心が目覚める生き方 本館

20 新版　ずっとやりたかったことを、やりなさい。 本館

21 True North リーダーたちの羅針盤 / ビル・ジョージ -- 生産性出版 , 2017 本館

22 アーモンド / ソン　ウォンピョン -- 祥伝社 , 2019 本館

23 逆ソクラテス / 伊坂幸太郎 -- 集英社 , 2019 本館

24 現場で使える! TensorFlow開発入門 Kerasによる深層学習モデル構築手法 /  太田 満久ほか -- 翔泳社 , 2018 本館

25 Pythonによるデータ分析入門 第2版 ―NumPy、pandasを使ったデータ処理 / Wes McKinney -- オライリージャパン , 2018 本館

26 現場で使える！pandasデータ前処理入門 機械学習・データサイエンスで役立つ前処理手法 / 翔泳社 -- 1版 -- 翔泳社 , 2020 本館

27 グローバリズムが世界を滅ぼす / エマニュエル・トッド/ハジュン・チャン/柴山桂太/中野剛志/藤井聡/堀茂樹. -- 文春新書, 2016. 本館

28 ハーバード・ビジネス・レビュー[EIシリーズ] やっかいな人のマネジメント -- ダイヤモンド社 本館

29  部下論: 上司に評価される20の法則 -- 東洋経済新報社 本館

30 料理の四面体  / 玉村　豊男 -- 中公文庫 本館

31 本当の自由を手に入れる お金の大学 / 両@リベ大学長 -- 朝日新聞出版 , 2020 本館

32 RIETANーFPで学ぶリートベルト解析 / 坪田雅己、伊藤孝憲 -- 2012 本館

33 祝祭と予感 / 恩田陸 -- 幻冬舎 , 2019 本館

34 テレワーク大全 /  日経BP 総合研究所 イノベーションICTラボ -- 日経BP ,  202 本館

35 まるわかりEV : 電気自動車 -- 日経BP社 -- (日経BPムック ; . 日経ビジネス||ニッケイ ビジネス). 本館

36 大富豪がわが子に伝える秘密の法則 / スティーブ・シーボルド -- サンマーク出版 , 2019 本館

37 適職の結論  -- 宇都宮隆二 , 2020 本館

38  SAVE THE CATの法則 本当に売れる脚本術 / ブレイク・スナイダー -- フィルムアート社 本館

39 弁理士試験への招待 / 伊藤貴子,須藤晃伸,佐々木通孝 -- 海底第五版 -- 法学書院 , 2019 本館

40 木質バイオマス事業 林業地域が成功する条件とは何か / 相川高信 -- 一般社団法人　全国林業改良普及協会 , 2014 本館

41 こちらあみ子 / 今村夏子 本館

2020年度学生リクエスト購入図書リスト【冊子】



42 農薬概説　2020 / 日本植物防疫協会 -- 日本植物防疫協会 , 2020 本館

43 毛髪科学の新展開 / 岩渕徳郎 -- B5判・283頁 -- （株）シーエムシー出版 , 2019 本館

44 スイートピーをつくりこなす-連続採花による安定生産技術の実際- / 井上知昭 -- 農文協 , 2007 本館

45  医薬品登録販売者試験対策ズルい！／医学アカデミー薬ゼミトータルラーニング事業部登録販売者資格特別対策チーム／編集 本館

46 【完全攻略】医薬品登録販売者試験合格テキスト２０２０年版：試験問題の作成に関する手引き（平成30年３月）準拠 本館

47 アグリビジネス進化論 本館

48 2030年のフード＆アグリテック 本館

49 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 / 青柳碧人著 -- 双葉社, 2020.8. 本館

50 Vision ヴィジョン ーストーリーを伝える:色、光、構図ー / ハンス・P・バッハ 本館

51 定本 続トランジスタ回路の設計―FET パワーMOS スイッチング回路を実験で解析 / 鈴木 雅臣 -- CQ出版 , 1992 本館

52 歌声の科学 / ヨハン・スンドベリ -- 東京電機大学出版局 , 2007 本館

53 9割捨てて10倍伝わる「要約力」 / 山口 拓朗 -- 日本実業出版社 , 2020 本館

54 炭素繊維およびその繊維複合材料における分析試験，評価解析に関する最新事例集 -- 技術情報協会 , 2019 本館

55 Optical properties of crystalline and amorphous semiconductors : materials and fundamental principles / by Sadao Adachi -- Kluwer Academic Publishers, c1999. 本館

56 地方上級教養試験過去問500［２０２１年度版］ -- 資格試験研究会 , 2020 本館

57 夢をかなえるゾウ4 ガネーシャと死神 / 水野敬也 -- 文響社 , 2020 本館

58 ゲームメカニズム大全　ボードゲームに学ぶ「おもしろさ」の仕掛け / 小野卓也 -- 翔泳社 , 2020 本館

59 登録販売者過去6回本試験問題集 -- 新星出版社 , 2020 本館

60 機械学習のエッセンス / 加藤 公一 -- SBクリエイティブ , 2018 本館

61 プロ野球ビジネスのダイバーシティ戦略ー改革は辺境から。地域化と多様化と独立リーグと / 小林至 -- PHPエディターズ・グループ , 2019 本館

62 生命の謎 ドーキンス『盲目の時計職人』への反論 / 中川豪 -- アートヴィレッジ , 2020 本館

63 東京藝大物語 / 茂木健一郎 -- 講談社 , 2017 本館

64 美大生図鑑――あなたの周りにもいる摩訶不思議な人たち / ヨシムラヒロム -- 飛鳥新社 , 2017 本館

65 楽園とは探偵の不在なり / 斜線堂有紀 -- 早川書房 , 2020 本館

66 口笛の上手な白雪姫 / 小川洋子 -- 幻冬舎 本館

67 約束された移動 / 小川洋子 -- 河出書房新社 , 2019 本館

68 夜明けの縁をさ迷う人々 / 小川洋子 -- のち文庫 , 2007 本館

69 スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい / 四禮静子 -- 2020 本館

70 エレクトロクロミックデバイスの開発最前線 / 樋口昌芳 -- シーエムシー出版 , 2019 本館

71 新規クロミック材料の設計・機能・応用 / 関 隆広 -- シーエムシー出版 , 2005 本館

72 VR実践講座 ~HMDを超える4つのキーテクノロジー (設計技術シリーズ) (日本語) 単行本 – / 岩田 洋夫 -- 科学情報出版株式会社 (2017/9/13) , 2017 本館

73 VR for BUSINESS ─ 売り方、人の育て方、伝え方の常識が変わる できるビジネスシリーズ / 株式会社アマナ -- インプレス , 2017 本館

74 Unityでつくる建築VR入門 (日本語) 単行本（ソフトカバー） / 阿部/秀之 -- エクスナレッジ , 2020 本館

75 Unity ゲームエフェクト マスターガイド (日本語) 単行本（ソフトカバー） – / 秋山 高廣 (著) -- 技術評論社 , 2019 本館

76 なぜ彼らは北朝鮮の「チュチェ思想」に従うのか / 篠原常一郎 -- 育鵬社 , 2019 本館

77 現代労働法学の方法 / 辻村昌昭 -- 信山社 , 2010 本館

78 21世紀最強の職業 Web系エンジニアになろう / 勝又健太(かつまた・けんた) -- 実業之日本社 , 2020 本館

79 糸を出すすごい虫たち / 大崎茂芳 -- 筑摩書房 , 2019 本館

80 クモの網 (LIXIL BOOKLET) / 新海明、船曳和代 -- LIXIL出版 , 2015 本館

81 日弁連という病 / ケント・ギルバート -- 育鵬社 , 2019 本館

82 改正民法趣旨・規範ハンドブック / 辰巳法律研究所 本館

83 趣旨・規範ハンドブック　平成30年度版　公法系 / 辰巳法律研究所 -- 2019 本館

84 趣旨・規範ハンドブック　平成30年度版　刑事系 / 辰巳法律研究所 -- 2019 本館



85 趣旨・規範ハンドブック　平成30年度版　民事系 / 辰巳法律研究所 -- 2019 本館

86 午前零時のサンドリヨン / 相沢沙呼著 -- 東京創元社, 2009.10. 本館

87 マツリカ・マトリョシカ = Matsulica matryoshka / 相沢沙呼著 -- KADOKAWA, 2017.8. 本館

88 エンジニアリング組織論への招待 ～不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング / 広木大地. -- 技術評論社, 2018. 本館

89 ETS公認ガイド TOEFL iBT <第5版> DVD-ROM付(日本語訳解説版) (日本語) / Educational Testing Service -- MCGRAW-HILL , 2020 本館

90 1枚の紙からつくる驚きのアート　リアル折り紙 / 福井久男 -- 河出書房新社 , 2013 本館

91 財政赤字の神話 / Stephanie Kelton -- 2020 本館

92 日本版司法取引の実務と展望: 米国等の事情に学ぶ捜査協力型司法取引の新潮流 / 市川 雅士 (著), 土岐 俊太 (著), 山口 祥太 (著) -- 現代人文社 , 2019 本館

93 読書する人だけがたどり着ける場所 / 齋藤 孝 -- SBクリエイティブ , 2019 本館

94 仕事も人間関係もうまくいく 「気遣い」のキホン / 三上 ナナエ -- すばる舎 , 2014 本館

95 アセットマネージャーのためのファイナンス機械学習 / マルコス・ロペス・デ・プラド 本館

96 契約法の現代化１ / 山本敬三 -- 商事法務 , 2016 本館

97 契約法の現代化２ / 山本敬三 -- 商事法務 , 2018 本館

98 売買における買主の追完請求権の基礎づけと内容確定 / 田中洋 -- 商事法務 , 2019 本館

99 問題解決力を鍛える！アルゴリズムとデータ構造 / 大槻兼資,秋葉拓哉 -- 講談社 , 2020 本館

100 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 , 2019 本館

101 外国人と共生するニッポンへ / 後藤 裕幸  -- 2019 本館

102 基本がわかるSQL入門 ——データベース&設計の基礎から楽しく学ぶ / 西村 めぐみ -- 技術評論社 (2020/10/8) , 2020 本館

103 英熟語図鑑 / 清水建二 -- かんき出版 , 2020 本館

104 続英単語の語源図鑑 / 清水建二 -- かんき出版 , 2019 本館

105 受験ジャーナル　3年度試験対応　vol.1 / 受験ジャーナル編集部 -- 実務教育出版 , 2020 本館

106 受験ジャーナル　3年度試験対応　vol.２ / 受験ジャーナル編集部 -- 実務教育出版 , 2020 本館

107 ドローン工学入門 : モデリングから制御まで / 野波健蔵 -- コロナ社 , 2020 本館

108 MATLAB/Simulinkによる現代制御入門 / 川田昌克 -- 森北出版 , 2011 本館

109 すぐにつながる!どこまでも広がる! 超お手軽無線モジュールXBee / 濱原 和明/佐藤 尚一 ／ ほか著 -- CQ出版 , 2012 本館

110 新版基礎食品学 / 遠藤 泰志（編著）／池田 郁男（編著） -- アイ・ケイコーポレーション , 2015 本館

111 会社四季報　業界地図 / 東洋経済新報社 -- 東洋経済新報社 , 2020 本館

112 扇物語 / 西尾維新 -- 講談社 , 2020 本館

113 心は孤独な狩人 / カーソン・マッカラーズ（訳：村上春樹） 本館

114 本当の夜をさがしてー都市の明かりは私たちから何を奪ったのか / ポール・ボガード -- 2016 本館

115 就活のリアル '２１年度版 / 五戸　美樹 -- 自由国民社 , 2019 本館

116 私たちはこう言った！こう書いた！合格実例集＆セオリーエントリーシート編 ２０２２ / キャリアデザインプロジェクト -- ＰＨＰ研究所 , 2020 本館

117 ウイスキーは楽しい! / ミカエル・ギド（訳：河 清美） -- 2017 本館

118 個人開発のための Webサービス公開マニュアル / 難波 聖一 -- 秀和システム , 2019 本館

119 Pythonで動かして学ぶ！あたらしいブロックチェーンの教科書 -- 翔泳社 , 2019 本館

120 Newton別冊『死とは何か』 (ニュートン別冊) -- ニュートンプレス , 2019 本館

121 世界でいちばん素敵な鳥の教室 / 多摩六都科学館 本館

122 世界でいちばん素敵な夜空の教室 / 多摩六都科学館 本館

123 市役所上・中級 教養・専門試験 過去問500　2021年度 -- 資格研究会 , 2020 本館

124 オルタネート -- 新潮社 本館

125  紙の本 １３歳からのアート思考 「自分だけの答え」が見つかる 本館

126 なぜか話しかけたくなる人、ならない人 本館

127 マインドフル・セルフ・コンパッションワークブック : 自分を受け入れ、しなやかに生きるためのガイド / クリスティン・ネフ, クリストファー・ガーマー著 ; 富田拓郎監訳 ; 大宮宗一郎 [ほ か] 訳. -- 星和書店, 2019. 本館



128 秒で見抜くスナップジャッジメント / メンタリストDaiGo 本館

129 夫婦・カップルのためのアサーション：自分もパートナーも大切にする自己表現 / 野末武義 本館

130 影響力の武器：なぜ、人は動かされるのか / ロバート・チャルディーニ 本館

131 脳を鍛えるには運動しかない！最新科学でわかった脳細胞の増やし方 / ジョン・レイティ 本館

132 無限の始まり : ひとはなぜ限りない可能性をもつのか 本館

133 やる気が上がる8つのスイッチ コロンビア大学のモチベーションの科学 / Heidi Grant Halvorson -- 2018 本館

134 「育ちがいい人」だけが知っていること  -- 2020 本館

135 働き方5.0: これからの世界をつくる仲間たちへ / 落合陽一 -- 小学館 , 2020 薬学部分館

136 化学探偵Mr.キュリー９ / 喜多喜久  -- 文庫判 -- 中公文庫 , 2020 薬学部分館

137 少女だった私に起きた、電車のなかでのすべてについて / 佐々木くみ, エマニュエル・アルノー著 -- イースト・プレス, 2019.12. 薬学部分館

138 なんでも図解 絵心ゼロでもできる！爆速アウトプット術 / 日高 由美子 -- ダイヤモンド社 薬学部分館

139 プレゼン資料のデザイン図鑑 / 前田 鎌利 -- ダイヤモンド社 薬学部分館

140 世界一わかりやすいTOEIC L&Rテスト総合模試1[600点突破レベル] / 関正生 -- KADOKAWA , 2018 ドーム前C

141 世界一わかりやすいTOEIC L&Rテスト総合模試2[800点突破レベル] / 関正生 -- KADOKAWA , 2019 ドーム前C

142 よそ者／ストレンジャーの社会学 / 徳田剛 -- 晃洋書房 , 2020 ドーム前C

143 都市情報学入門 / 都市情報研究会場 -- 創成社 , 2020 ドーム前C

144 よくわかるマスター　ITパスポート試験対策テキスト＆過去問題集 --  FOM出版 ドーム前C

145 宗教精神病理学 / 大宮司信 -- 弘文堂 , 2020 ドーム前C

146 画家たちの戦争責任 / 北村小夜 -- 梨の木舎 , 2019 ドーム前C

147 古市君、社会学を学び直しなさい‼ / 古市憲寿 ドーム前C

148 令和03年 イメージ＆クレバー方式でよくわかる 栢木先生のITパスポート教室 / 栢木厚 ドーム前C

149 よくわかるマスター　令和2-3年度版 ITパスポート試験　対策テキスト＆過去問題集 --  ドーム前C

150 決済システムのすべて / 中島 真志 -- 第3版 -- 2013 ドーム前C

151 セルフ・コンパッション あるがままの自分を受け入れる / クリスティーン・ネフ／著 石村郁夫／訳 樫村正美／訳 -- 金剛出版 , 2011 ドーム前C

152 競艇と暴力団 : 「八百長レーサー」の告白 / 西川昌希著 -- 宝島社, 2020.11. ドーム前C

153 日本蒸気機関車史 / 高木　宏之 -- 2020 ドーム前C

154 クリティカル日本学 : 協働学習を通して「日本」のステレオタイプを学びほぐす / ガイタニディス・ヤニス, 小林聡子, 吉野文編著 -- 明石書店, 2020.3. ドーム前C

155 日米戦争を起こしたのは誰か ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず / 藤井厳喜、稲村 公望、茂木 弘道、加瀬 英明 -- 勉誠出版 , 2016 ドーム前C

156 20代で得た知見 / F -- 株式会社KADOKAWA , 2020 ドーム前C

157 明け方の若者たち / カツセマサヒコ -- 株式会社　幻冬舎 , 2020 ドーム前C

158 ゴールデンタイムの消費期限 / 斜線堂有紀 -- 祥伝社 , 2021 ドーム前C

159 ザリガニの鳴くところ / ディーリア・オーウェンズ -- 早川書房 , 2020 ドーム前C

160 Microsoft Excel 2016 Expert 対策テキスト＆問題集 -- FPT1701 -- FOM出版 , 2017 ドーム前C

161 Microsoft Word 2016 Expert 対策テキスト＆問題集 -- FPT1702 -- FOM出版 , 2017 ドーム前C

162 明け方の若者たち / カツセマサヒコ -- 幻冬舎 ドーム前C

163 旅する練習 / 乗代　雄介 -- 講談社 ドーム前C

164 とわの庭 / 小川糸 -- 新潮社 ドーム前C

165 my humanity / 長谷 敏司  -- 早川書房 ドーム前C

166 健康で文化的な最低限度の生活 / 斉藤壮馬 -- 2018 ドーム前C

167 女王さまの夜食カフェ / 古内一絵. -- 中央公論新社, 2016 ドーム前C

168 きまぐれな夜食カフェ(マカン・マラン みたび) ドーム前C

169 さよならの夜食カフェ(マカン・マラン おしまい) ドーム前C


