
No. 書名 著者名 出版者 
1 スケッチで学ぶ美術解剖学 加藤公太著 玄光社 
2 ハンズ : 手の精神史 ダリアン・リーダー著/松本卓也, 牧瀬英幹訳 左右社 

3 トリックといかさま図鑑 : 奇術・心霊・超能力・錯誤の歴史 (National geographic) マシュー・L・トンプキンス著/定木大介訳 
日経ナショナルジ
オグラフィック社 

4 図鑑心理学 : 歴史を変えた100の話 トム・ジャクソン著/清水寛之, 井上智義監訳・訳 ニュートンプレス 
5 賢い人ほど騙される : 心と脳に仕掛けられた「落とし穴」のすべて ロブ・ブラザートン著/中村千波訳 ダイヤモンド社 
6 美術でよむ中世ヨーロッパの聖人と英雄の伝説 高木昌史著 三弥井書店 
7 脳研究最前線 : 世界では今,脳研究はここまで進んでいる ジョナサン・D・モレノ, ジェイ・シュルキン著/大塚美菜訳 ニュートンプレス 
8 暗黙知の次元 (ちくま学芸文庫:[ホ-10-1]) マイケル・ポランニー著/高橋勇夫訳 筑摩書房 
9 悪役 : 世界でいちばん貧しい大統領の本音 アンドレス・ダンサ, エルネスト・トゥルボヴィッツ著/大橋美帆訳 汐文社 
10 意志と表象としての世界 1 (中公クラシックス:W36-38) ショーペンハウアー [著]/西尾幹二訳 中央公論新社 
11 意志と表象としての世界 2 (中公クラシックス:W36-38) ショーペンハウアー [著]/西尾幹二訳 中央公論新社 
12 意志と表象としての世界 3 (中公クラシックス:W36-38) ショーペンハウアー [著]/西尾幹二訳 中央公論新社 
13 特異点入門 改訂版 (シュプリンガー現代数学シリーズ) 石井志保子著 丸善出版 
14 楕円関数論 : 楕円曲線の解析学 増補新装版 梅村浩著 東京大学出版会 
15 数値線形代数の数理とHPC (シリーズ応用数理:第6巻) 櫻井鉄也, 松尾宇泰, 片桐孝洋編 共立出版 
16 特異点のこころえ : トポロジーの本質を視るために 佐久間一浩著 日本評論社 
17 初期知識学 (フィヒテ全集:第4巻) [フィヒテ著]/隈元忠敬, 阿部典子, 藤澤賢一郎訳 晢書房 
18 言語論・解釈学・文学作品・道徳論講義 (フィヒテ全集:第5巻) [フィヒテ著]/三重野清顕 [ほか] 訳 晢書房 
19 生き方について哲学は何が言えるか (ちくま学芸文庫:[ウ27-1]) バーナド・ウィリアムズ著/森際康友, 下川潔訳 筑摩書房 
20 読まずにわかるこあら式英語のニュアンス図鑑 こあらの学校著 KADOKAWA 
21 まじないの文化史 : 見るだけで楽しめる! : 日本の呪術を読み解く (視点で変わるオモシロさ!) 新潟県立歴史博物館監修 河出書房新社 
22 脳のパフォーマンスを最大まで引き出す神・時間術 樺沢紫苑著 大和書房 
23 霧が晴れた時 : 自選恐怖小説集 (角川ホラー文庫:9063, Hこ3-1) 小松左京 角川書店 
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24 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 : 10代から知っておきたい 森山至貴著 WAVE出版 

25 Lifespan : 老いなき世界 
デビッド・A・シンクレア, マシュー・D・ラプラ
ント著/梶山あゆみ訳 

東洋経済新報社 

26 カメの甲羅はあばら骨 : 人体で表す動物図鑑 (SBビジュアル新書:0015) 川崎悟司著 SBクリエイティブ 
27 十字架のカルテ : the psychiatrist 知念実希人著 小学館 
28 超発想力 : 思いつきをカタチにして人生を変える29の方法 メンタリストDaiGo著 詩想社 
29 こんなにおもしろい弁理士の仕事 第4版 奥田百子著 中央経済社 
30 ここ日本言うてな カルマ著 KADOKAWA 
31 社会調査法 (データサイエンス大系) 伊達平和, 高田聖治共著 学術図書出版社 
32 エネルギーと電池 (神奈川大学入門テキストシリーズ. 化学の魅力:3) 松本太, 郡司貴雄著 御茶の水書房 
33 社会調査の考え方 上 佐藤郁哉著 東京大学出版会 
34 エネルギー・シフト : 再生可能エネルギー主力電源化への道 橘川武郎著 白桃書房 
35 色素増感 : カラーフィルムからペロブスカイト太陽電池まで (化学の要点シリーズ:36) 谷忠昭著/日本化学会編 共立出版 
36 化学が好きになる数の物語100話 ジョエル・レビー著/佐藤聡訳 ニュートンプレス 

37 図解SDGs入門 村上芽著 
日経 BP 日本経済
新聞出版本部 

38 Pre‐suasion : 影響力と説得のための革命的瞬間 ロバート・チャルディーニ著/曽根寛樹訳 誠信書房 
39 RANGE : 知識の「幅」が最強の武器になる デイビッド・エプスタイン著/東方雅美訳 日経BP 
40 スーパーインテリジェンス : 超絶AIと人類の命運 ニック・ボストロム著/倉骨彰訳 日本経済新聞出版社 
41 パーソナリティを科学する : 特性5因子であなたがわかる ダニエル・ネトル著/竹内和世訳 白揚社 
42 スタンフォードのストレスを力に変える教科書 (だいわ文庫:[304-2G]) ケリー・マクゴニガル著/神崎朗子訳 大和書房 
43 内向型人間が無理せず幸せになる唯一の方法 (講談社+α新書:828-1A) スーザン・ケイン [著]/古草秀子訳 講談社 

44 やり抜く人の9つの習慣 : コロンビア大学の成功の科学 
ハイディ・グラント・ハルバーソン [著]/林田レ
ジリ浩文訳 

ディスカヴァー・
トゥエンティワン 
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45 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 
ハイディ・グラント・ハルバーソン [著]/林田レ
ジリ浩文訳 

ディスカヴァー・
トゥエンティワン 

46 自分の価値を最大にするハーバードの心理学講義 ブライアン・R. リトル著/児島修訳 大和書房 
47 ファスト&スロー : あなたの意思はどのように決まるか? 上 (ハヤカワ文庫:NF 410-411) ダニエル・カーネマン著/村井章子訳 早川書房 
48 米中最終決戦 : アメリカは中国を世界から追放する 藤井厳喜著 徳間書店 

以 上 
 


