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1 知の技法 : 東京⼤学教養学部「基礎演習」テキスト
2 実地調査⼊⾨ : 社会調査の第⼀歩
3 クリティカル・リーディング⼊⾨ : ⼈⽂系のための読書レッスン
4 グループ学習⼊⾨ : アカデミック・スキルズ
5 ⼤学⽣の⽣き⽅・考え⽅ : 脱フリーター宣⾔!
6 ⾃⼰発⾒とあなたの挑戦 : ⼤学⽣活をリッチにする⼊⾨
7 ⼤学⽣の職業意識とキャリア教育 : will can must
8 ⼤学⽣のための動画制作⼊⾨ : ⾔いたいことを映像で表現する技術
9 統計学への招待 : ⼤学⽣・社会⼈に必要な知識
10 ⼤学⽣が知っておきたい⽣活のなかの法律
11 ⼤学⽣のためのリサーチリテラシー⼊⾨ : 研究のための8つの⼒
12 ⼤学⽣のための情報リテラシー
13 ⼤学1年⽣からのプロジェクト学習の始めかた
14 ⼤学⽣の学び・⼊⾨ : ⼤学での勉強は役に⽴つ
15 ⼤学⽣のための研究ハンドブック : よくわかるレポート・論⽂の書き⽅
16 ⼤学1年⽣のための伝わるレポートの書き⽅
17 ジェンダーについて⼤学⽣が真剣に考えてみた : あなたがあなたらしくいられるための29問
18 図書館情報学概論
19 学⽣による学⽣のためのダメレポート脱出法
20 カフェパウゼで法学を : 対話で⾒つける「学び⽅」
21 ⾃信⼒が学⽣を変える : ⼤学⽣意識調査からの提⾔
22 科学の技法 テキスト : 東京⼤学「初年次ゼミナール理科」テキスト
23 確率微分⽅程式
24 はじめての国際経営
25 これからレポート・卒論を書く若者のために
26 Pythonによる数値計算とシミュレーション
27 公共図書館運営の新たな動向（わかる!図書館情報学シリーズ 第5巻）
28 できる仕事がはかどるPython⾃動処理全部⼊り。
29 ⽇本語教育・⽇本語学の「次の⼀⼿」
30 ゼロからはじめる「RC造建築」⼊⾨
31 ゼロからはじめる「S造建築」⼊⾨
32 建設業法の課題と実務対応電⼦契約化への法的アプローチ
33 リーズナブル免疫⽣物学
34 よくわかる⼼理統計（やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ）
35 地域包括ケアと福祉改⾰
36 探偵⼩説の論理学 : 笠井潔、⻄尾維新の探偵⼩説
37 条⽂から学ぶ独占禁⽌法
38 債権総論（有斐閣Sシリーズ . ⺠法 ; 3 22）
39 講義物権・担保物権法

第3版

40 エクササイズ刑事訴訟法
41 物権・担保物権 （新・考える⺠法 2）
42 法学⼊⾨ 新版
43 「ファインマン物理学」を読む : ⼒学と熱⼒学を中⼼として
1/3

No

タイトル

44 IELTSスピーキング・ライティング完全攻略
45 ⺠法がわかる⺠法総則 第4版
46 いちばんやさしいPython機械学習の教本 : ⼈気講師が教える業務で役⽴つ実践ノウハウ
47 実証から学ぶ国際経済
48 移⺠と国内植⺠の社会学 : ⽮内原忠雄の植⺠
49 「絆」を築くケア技法ユマニチュード : ⼈のケアから関係性のケアへ
50 介護する息⼦たち : 男性性の死⾓とケアのジェンダー分
51 フェミニズムの政治学 : ケアの倫理をグローバル社会へ
52 所有と分配の⼈類学 : エチオピア農村社会の⼟地と富をめぐる⼒学
53 ⼈を知る法、待つことを知る正義 : 東アフリカ農村からの法⼈類学
54 資⾦決済法の理論と実務 （勁草法律実務シリーズ）
55 著作権法コンメンタール 2 第2版
56 ⺠法総則 （新・考える⺠法 1）
57 失踪の社会学 : 親密性と責任をめぐる試論
58 責任と法意識の⼈間科学
59 私は⾃由なのかもしれない : 「責任という⾃由」の形⽽上学
60 「危機の領域」 : ⾮ゼロリスク社会における責任と納得
61 敷地に負けるな!狭⼩住宅
62 美術教育の可能性 : 作品制作と芸術的省察
63 会社法 第2版
64 ⼟質⼒学の基礎とその応⽤
65 でる順パス単英検1級 : ⽂部科学省後援
66 なつかしさの⼼理学 : 思い出と感情
67 「ゲイコミュニティ」の社会学
68 学習科学ハンドブック 1〜3巻
69 システム同定 : 部分空間法からのアプローチ
70 Qualitative research : a guide to design and implementation
71 セルビア語クロアチア語 （ニューエクスプレスプラス）
72 ラトヴィア語 （ニューエクスプレスプラス）
73 ノルウェー語 （ニューエクスプレスプラス）
74 フィンランド語 （ニューエクスプレスプラス）
75 デンマーク語 （ニューエクスプレスプラス）
76 ルーマニア語（ニューエクスプレスプラス）
77 トルコ語（ニューエクスプレスプラス）
78 Lime3 : グローバルスケールのLCAを実現する環境影響評
79 新しい地政学
80 地政学で読む世界覇権2030
81 シェアする美術 : 森美術館のSNSマーケティング戦略
82 ⼈間知能と⼈⼯知能 あるAI研究者の知能論
83 ITパスポート試験対策テキスト&過去問題集
84 ⼤学１年⽣からの

社会を⾒る眼のつくり⽅

85 Python超⼊⾨ モンティと学ぶはじめてのプログラミング
86 絵とき

シグナル伝達⼊⾨

改訂版

87 政治哲学と現代
88 健康寿命を延ばそう！ 機能性脂肪酸⼊⾨ : アルツハイマー症、がん、糖尿病、記憶⼒回復への効果
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89 業界＆職種研究ガイド : ⾃分に合った仕事は何だろう?
90 なぜ科学はストーリーを必要としているのか : ハリウッドに学んだ伝える技術
91 新

企業の研究者を⽬指す皆さんへ

92 運動で体質が改善できなかった⼈が読む本
93 この本を書いたのは誰だ？ : 統計で探る“⽂章の指紋”
94 宇宙を⽬指して海を渡る : MITで得た学び、NASA転職を
95 「数」はいかに世界を変えたか （ビジュアルガイドもっと知りたい数学 ; 1)
96 昆⾍⾷と⽂明-昆⾍の新たな役割を考える
97 相対論とゲージ場の古典論を嚙み砕く : ゲージ場の量⼦論を学ぶ準備として
98 現代哲学キーワード
99 実践有⽤微⽣物培養のイロハ : 試験管から⼯業スケールまで
100 TOEFL TEST必須英単語5600 : TOEFL iBT TEST対策決定版
101 僕らが毎⽇やっている最強の読み⽅ : 新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を⾝につける70の極意
102 多様体の基礎
103 解析⼊⾨
104 錯体化学
105 データ解析のための統計モデリング⼊⾨ : ⼀般化線形モデル・階層ベイズモデル・MCMC
106 環上の加群
107 群と環
108 多様体⼊⾨
109 深層学習 = Deep learning
110 相対論の世界
111 イラストで学ぶ情報理論の考え⽅
112 サポートベクトルマシン = Support vector machine
113 集団⽣物学
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