
分野 書名 出版社 ＩＳＢＮ

総記 続・わかりやすいパターン認識 オーム社 978-4274215308

総記 ビブリオバトル 文藝春秋 978-4166609017

哲学 [よりぬき]今日もていねいに。 PHP研究所 978-4569821078

哲学 キリシタン史の新発見 雄山閣 978-4639013372

哲学 不安の力 勁草書房 978-4326299072

哲学 心理臨床とセラピストの人生 創元社 978-4422115818

哲学 卒アル写真で将来はわかる 文藝春秋 978-4163901572

哲学 哲学用語図鑑 プレジデント社 978-4833421195

哲学 心霊写真は語る 青弓社 978-4787271877

哲学 平常心のコツ 自由国民社 978-4426117535

哲学 やる気のコツ 自由国民社 978-4426119195

哲学 死ぬまでに一度は読んでおきたいギリシャ神話入門 かんき出版 978-4761268343

哲学 面倒だからしよう 幻冬舎 978-4344025066

哲学
止まった時計 : 麻原彰晃の三女・アーチャリーの手
記

講談社 978-4062194808

歴史 近世武家の「個」と社会 刀水書房 978-4887083554

歴史 幕藩制国家の形成と外国貿易 校倉書房 978-4751722909

歴史 敵国日本　刀水歴史全書61 刀水書房 978-4887082861

歴史 風刺漫画で日本近代史がわかる本 草思社 978-4794218643

歴史 鹿児島県の近現代 山川出版社 978-4634590816

歴史 九州の戦争遺跡 海鳥社 978-4874158579

歴史 古文書くずし字　見わけかたの極意 柏書房 978-4760142514

歴史 音訓引き古文書字典 柏書房 978-4760124718

歴史 日本の名字 枻出版 978-4777935369

歴史 アニメで読む世界史 山川出版社 978-4634640542

歴史 先史時代の生活と文化 国立歴史民俗博物館

歴史 岡山理科大学埋蔵文化財研究論集
岡山理科大学埋蔵文化
財研究会

歴史 人と社会の生態考古学 柏書房 9784760130429

歴史 考古学論攷Ⅰ　岡本東三先生退職とともに 六一書房 9784864450157

歴史 考古学論攷Ⅱ　柳澤清一先生退職とともに 六一書房 9784864450645

社会科学 教育を家族だけに任せない 勁草書房 978-4326653867

社会科学 担当者の疑問に答えるマイナンバー法の実務Q＆A
レクシスネクシス・ジャパ
ン㈱

978-4908069147

社会科学 地方消滅の罠　ちくま新書1100 筑摩書房 978-4480068125

社会科学 子どもの貧困と社会的排除 桜井書店 978-4921190651

社会科学 これで納得！社会保障制度 ぎょうせい 978-4324088173

社会科学 池上彰のこれが「世界のルール」だ！ 文藝春秋 978-4163902241

社会科学 共生社会を目指して 大学教育出版会 978-4887309807

社会科学 ストロベリー・デイズ みすず書房 978-4622077718

社会科学 日系アメリカ移民　二つの帝国のはざまで 明石書店 978-4750340289

社会科学 移動から場所を問う 有信堂高文社 978-4842065717
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社会科学 発達障害のある触法少年の心理・発達アセスメント 明石書店 978-4750341262

社会科学 障がい児心理学への招待 サイエンス社 978-4781913230

社会科学 入門憲法ゼミナール[改訂版] 実務教育出版 978-4788949355

社会科学 憲法　第４版 法学書院 978-4587310134

社会科学 憲法　第６版 新世社/サイエンス 978-4883842183

社会科学 演習刑法 東京大学出版会 978-4130323260

社会科学 新版　遊びの指導 同文書院 978-4810300376

社会科学 地頭力を鍛える 東洋経済新報社 978-4492555989

社会科学 ﾎﾟｽﾄ代表制の政治学 ナカニシヤ出版 978-4779509193

社会科学 政局から政策へ ＮＴＴ出版 978-4757140943

社会科学 代表制という思想 風行社 978-4862580849

社会科学 政治不信の構造 日本評論社 978-4535514461

社会科学 日本政党史 吉川弘文堂 978-4642080491

社会科学 「最悪」の法律の歴史 原書房 978-4562049837

社会科学 江戸のエロスは血の香り 朝日新聞出版 978-4023308664

社会科学 アジアのなかのジェンダー【第2版】 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 978-4623073535

社会科学 〈少女〉像の誕生 新泉社 978-4787707000

社会科学 Ｓｕｓｈｉ　ａｎｄ　Ｂｅｙｏｎｄ Ｖｉｎｔａｇｅ ＵＫ 978-0099516446

社会科学 急がば廻れ 南方新社 978-4861243035

社会科学 法の支配―オーストリア学派の自由論と国家論 勁草書房 978-4326402373

社会科学 リバタリアニズム読本 勁草書房 978-4326101542

社会科学 謎解き 日本国憲法 有信堂高文社 978-4842010670

社会科学
リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにな
らないでください

毎日新聞出版 978-4620323091

自然科学
少しはやる気がある人のための自学自修用有機化
学問題集

裳華房 978-4785335014

自然科学 よくわかる元素図鑑 ＰＨＰ研究所 978-4569806754

自然科学 新・新装版　わかる！できる！おやこ手話じてん 東邦出版 978-4809412073

自然科学 単位が取れる力学演習帳 講談社 978-4061544802

自然科学 最新の有機化学演習 裳華房 978-4785331009

自然科学 サイエンス脳のためのフェルミ推定力養成ドリル 日経BPマーケティング 978-4822283698

自然科学 脳のなかの天使 KADOKAWA 978-4041101049

自然科学 脳も体も冴えわたる1分仮眠法 すばる舎 978-4799101032

技術 改訂新版　定本　ディジタル・システムの設計 CQ出版 978-4789838924

技術 Ｖｅｒｉｌｏｇ HDL＆VHDLテストベンチ記述の初歩 CQ出版 978-4789831086

技術 Arduinoでロボット工作をたのしもう！ 秀和システム 978-4798041827

技術 アクリルロボット工作ガイド オーム社 978-4274216671

技術 ロボコン部品ガイドブック オーム社 978-4274211416

技術
史上最強カラー図解最新版モータ技術のすべてが
わかる本

ナツメ社 978-4816353000

産業 観光調査のキーコンセプト 同友館 978-4496051296

産業 現代の観光事業論 税務経理協会 978-4419061203

産業 観光学ガイドブック ナカニシヤ出版 978-4779508264

産業 産業観光の手法 学芸出版社 978-4761525828
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産業 里山観光の資源人類学 新曜社 978-4788512740

産業 幕藩制社会の展開と米穀市場 大阪大学出版会 978-4872590067

芸術 すぐわかる　日本の伝統色　改訂版 東京美術 978-4808709389

技術 はじめての高周波測定 CQ出版 978-4789830218

文学 傷を愛せるか 大月書店 978-4272420124

文学 正岡子規 新潮社 978-4103317081

文学 昭和の作家たち 第三文明社 978-4476033434

文学 紙の砦 インパクト出版会 978-4755402517

文学 美の侵犯 求龍堂 978-4763014290

文学 ライトノベルから見た少女/少年小説史 笠間書院 978-4305707437

文学 ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑ批評への招待 学芸書林 978-4875170341

文学 二〇世紀女性文学を学ぶ人のために 世界思想社 978-4790712404

分野 書名 出版社 ＩＳＢＮ

哲学 性の進化論 作品社 978-4861824951

自然科学 貝の図鑑 南方新社 978-4931376960

自然科学 毒の科学 毒と人間のかかわり ナツメ社 978-4816354090

自然科学 透明な沈黙 青志社 978-4903853987

自然科学 遺伝学 化学同人 978-4759811018

自然科学 学んでみると遺伝学はおもしろい ベレ出版 978-4860643881

自然科学 世界で一番美しい海のいきもの図鑑 創元社 978-4422430157

自然科学 美しい人体図鑑 ポプラ社 978-4591142134

自然科学 ｻｲﾄｶｲﾝ・増殖因子キーワード事典 羊土社 978-4758120555

自然科学 新しい発生生物学 講談社 978-4062574105

自然科学
カラー図解　アメリカ版大学生物学の教科書
第4巻

講談社 978-4062578752

自然科学 絵でわかる感染症with　もやしもん 講談社 978-4061547759

自然科学 性淘汰 白揚社 978-4826901505

自然科学 ホルモン実験ハンドブックⅡ 学会出版
センター 978-4762246623

自然科学 ホルモン実験ハンドブックⅢ 学会出版
センター 978-4762246630

自然科学 カラー図解　アメリカ版大学生物学の教科書 第5巻 講談社 978-4062578769

自然科学 乱交の生物学 新思索社 978-4783502296

自然科学 性のお話をしましょう 哲学書房 978-4886791511

自然科学 オルガスムの科学 作品社 978-4861825071

自然科学 ホルモンハンター 京都大学
学術出版会 978-4876985876

自然科学 日本の淡水魚 学習研究社 978-4054038431

自然科学 水族館で働くことになりました KADOKAWA 978-4040674551

自然科学 干潟の絶滅危惧動物図鑑 日本ベントス
学会 978-4486019435

自然科学 くらべてわかる　淡水魚 山と渓谷社 978-4635063463

言語 英語のリスニングは発音力で決まる ジャパンタイムズ 978-4789011754
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