
書名 著者名 出版社 出版日付 資料ID 請求記号

1 大学生のための速読法 : 読むことのつらさから解放される 松崎久純著 慶應義塾大学出版会 2017.3 316005468 019.1|| ||8

2 思考力改善ドリル : 批判的思考から科学的思考へ 植原亮著 勁草書房 2020.10 316005362 141.5|| ||81

3 他者を感じる社会学 : 差別から考える (ちくまプリマー新書) 好井裕明著 筑摩書房 2020.11 316005404 361.8|| ||145

4
女性のエンパワメントと教育の未来 : 知識をジェンダーで問い直す
(越境ブックレットシリーズ:2)

天童睦子著 東信堂 2020.6 311142407 367.2|| ||199

5 コロナ禍の東京を駆ける : 緊急事態宣言下の困窮者支援日記
稲葉剛, 小林美穂子,
和田靜香編

岩波書店 2020.11 316005435 368.2|| ||15

6 教育現場は困ってる : 薄っぺらな大人をつくる実学志向 (平凡社新書) 榎本博明著 平凡社 2020.6 316005469 370.4|| ||133

7 人生行動科学としての思春期学 笠井清登 [ほか] 編 東京大学出版会 2020.9 311142513 371.4|| ||451

8 問いからはじめる教育史 (有斐閣ストゥディア) 岩下誠 [ほか] 著 有斐閣 2020.10 311142590 372|| ||35

9 縁食論 : 孤食と共食のあいだ 藤原辰史著 ミシマ社 2020.11 316005416 383.8|| ||172

10 はじめての科学哲学 八木沢敬著 岩波書店 2020.12 311142610 401|| ||56

11 気象防災の知識と実践 (気象学ライブラリー:1) 牧原康隆著 朝倉書店 2020.2 311142601 451||1||46

12 スマホを捨てたい子どもたち : 野生に学ぶ「未知の時代」の生き方 (ポプラ新書) 山極寿一著 ポプラ社 2020.6 316005372 489.9|| ||15

13 子どもの食と栄養演習 第5版
小川雄二編著
坂本裕子 [ほか] 共著

建帛社 2020.10 311142645 493.9||(9)||197

14 そのまま使える災害対策アクションカード+はじめての病院BCP 第2版
小尾口邦彦編著
吉田修, 横田耕治, 加藤之紀著

中外医学社 2020.2 311142523 498.1||(2)||125

15 核酸の分子栄養学 加藤久典, 加藤将夫編 エヌ・ティー・エス 2019.5 311142328 498.55|| ||67
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16 たんぱく質量ハンドブック : 痩せる!リバウンドしない! 上西一弘監修 日本文芸社 2020.8 316005284 498.55|| ||69

17
はじめてとりくむ妊娠期・授乳期の栄養ケア : リプロダクティブステージの視点から
 (臨床栄養:別冊)

杉山隆, 瀧本秀美編 医歯薬出版 2021.2 316005481 498.59|| ||25

18 楽しい公共空間をつくるレシピ : プロジェクトを成功に導く66の手法 平賀達也 [ほか] 編著 ユウブックス 2020.7 316005378 518.8|| ||458

19 コロナで都市は変わるか : 欧米からの報告 矢作弘 [ほか] 著 学芸出版社 2020.12 316005417 518.8|| ||459

20 環境科学入門 : 地球と人類の未来のために 第2版
川合真一郎, 張野宏也,
山本義和著

化学同人 2018.2 316005473 519||(2)||634

21 人新世を問う : 環境、人文、アジアの視点 (環境人間学と地域)
寺田匡宏,
ダニエル・ナイルズ編著

京都大学学術出版会 2021.3 311142769 519|| ||635

22
CERCクライシス・緊急事態リスクコミュニケーション :
危機下において人々の命と健康を守るための原則と戦略

蝦名玲子著 大修館書店 2020.10 316005426 519.9|| ||40

23 世界建築史15講
「世界建築史15講」編集委員会
編

彰国社 2019.4 311142625 520.2|| ||33

24 庭 : のびやかな建築の思考
竹山聖,
京都大学竹山研究室編

エイアンドエフ 2020.6 311142386 520.4|| ||109

25 ディテールの教科書 中大規模木造編 日経アーキテクチュア編
日経BP
日経BPマーケティング
(発売)

2020.9 311142658 524.8||2||18

26 建築・BIMの教科書 (BIM Basic:1) BIM教育研究会編著 日刊建設通信新聞社 2020.8 311142634 525.1|| ||183

27 ポストコロナのDX戦略 (インターネット白書:2021) インターネット白書編集委員会編
インプレスR&D
インプレス (発売)

2021.1 311142767 547.4||2021||142

28 食品製造に役立つ食品工学事典 日本食品工学会編 恒星社厚生閣 2020.12 311142665 588|| ||123

29 「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕著 ベレ出版 2019.1 316005470 588.5|| ||80

30 和食の地理学 : あの美味を生むのはどんな土地なのか (平凡社新書) 金田章裕著 平凡社 2020.12 316005405 612.1|| ||27

31 コロナ後の食と農 : 腸活・菜園・有機給食 吉田太郎著 築地書館 2020.10 311142586 615|| ||5

2 / 3 ページ



書名 著者名 出版社 出版日付 資料ID 請求記号

32
ノーライフ・ノーフォレスト : 熱帯林の「価値命題」を暮らしから問う
(環境人間学と地域)

柳澤雅之, 阿部健一編著 京都大学学術出版会 2021.3 311142770 653.1|| ||13

33 新しい時代の観光学概論 : 持続可能な観光振興を目指して 島川崇著 ミネルヴァ書房 2020.11 311142592 689|| ||28

34 思い出のスケッチブック : 『クマのプーさん』挿絵画家が描くヴィクトリア朝ロンドン
E・H・シェパード著
永島憲江訳

国書刊行会 2020.11 316005443 726.5|| ||87

35 日本伝統文化の英語表現事典
亀田尚己, 三宮優子,
中道キャサリン著

丸善出版 2018.6 316005424 750.2|| ||19

36
1896年アテネ大会から1984年ロサンジェルス大会まで
近代オリンピック競技大会のデザインの歴史
(オリンピックデザイン全史:1 (1896-1984). Olympic games: the design)

マルクス・オスターヴァルダー著
中川泉, 戸田早紀, 竹田純子訳

河出書房新社 2020.6 311142636 757||1||123

37
1988年カルガリー大会から2020年東京大会まで
近代オリンピック競技大会のデザインの歴史
(オリンピックデザイン全史:2 (1988-2020). Olympic games: the design)

マルクス・オスターヴァルダー著
中川泉, 戸田早紀, 竹田純子訳

河出書房新社 2020.6 311142637 757||2||123

38 見えないスポーツ図鑑
伊藤亜紗, 渡邊淳司,
林阿希子著

晶文社 2020.10 316005445 780|| ||62

39 理想のリスニング : 「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界 阿部公彦著 東京大学出版会 2020.10 316005440 831.1|| ||13
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