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分野 書名 著者名 出版社

総記 独習Java（新版） 山田 祥寛 翔泳社

哲学 大人になると,なぜ１年が短くなるのか? 一川 誠 （著）,池上 彰 （著） 宝島社

社会

科学
2030年の世界地図帳 落合 陽一 ＳＢクリエイティブ

After GAFA 分散化する世界の未来地図 小林 弘人 KADOKAWA

働き方５.０ 落合 陽一 小学館新書

高等学校学習指導要領(平成30年告示) 文部科学省 東山書房

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総則編 文部科学省 東洋館出版社

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 特別活動編 文部科学省 東京書籍

教育実習完璧ガイド 宮崎猛、小泉博明 小学館

警察白書（令和2年版） 警察庁 日経印刷

防衛ハンドブック　2020 朝雲新聞社出版業務部 朝雲新聞社

地方財政白書（令和2年版） 総務省編 日経印刷

日本国勢図会　2020/21 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

中小企業白書（2020年版） 中小企業庁 日経印刷

社会保障の手引（2020年版） ***** 中央法規出版

社会福祉の動向（2020） 社会福祉の動向編集委員会 中央法規出版

日本こども資料年鑑（2020） 母子愛育会愛育研究所  KTC中央出版

最新保育資料集（2020） 大豆生田啓友　他  ミネルヴァ書房

福祉小六法 ***** みらい

解説教育六法　2020 解説教育六法編修委員会 三省堂

六法全書　令和2年版 中里 実　他 有斐閣

高等学校と商業教育 番場 博之 八千代出版

文系のための環境科学入門 藤倉 良 他 有斐閣

社

会

科

学

自

然

科

学



分野 書名 著者名 出版社

未来を変える目標 SDGsアイデアブック Think the Earth Think the Earth

どうする!?新型コロナ 岡田 晴恵 岩波ブックレット

自分を傷つけずにはいられない 自傷から回復するためのヒント 松本 俊彦 講談社

ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に暮らすための本 村上由美 翔泳社

「大人のADHD」のための片づけ力 司馬 理英子 講談社

環境白書（令和2年度版） 環境省 日経印刷

1人分のレンジ飯革命 リュウジ KADOKAWA

syunkonカフェごはん 7 山本 ゆり 宝島社

矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計 ＲＣ編 中山繁信 オーム社

初めての建築構造力学 建築のテキスト編集委員会 学芸出版社

建築設備図面の見方・かき方 千葉 孝男 オーム社

建築申請memo 2020 建築申請実務研究会 新日本法規出版

近代建築別冊　卒業制作　2020 ***** 近代建築社

GA DOCUMENT 154 ***** ADAｴﾃﾞｨﾀｰﾄｰｷｮｰ

GA HOUSES 169 ***** ADAｴﾃﾞｨﾀｰﾄｰｷｮｰ

GA HOUSES 170 ***** ADAｴﾃﾞｨﾀｰﾄｰｷｮｰ

ピーキングのためのテーパリング 河森 直紀 ナップ

美の構成学 三井秀樹 中公新書

日本美術年鑑　平成30年版 東京文化財研究所 中央公論美術出版

サトラレ～嘘つきたちの憂鬱～〈１〉 佐藤マコト・伊鳴優子 講談社イブニングKC

サトラレ～嘘つきたちの憂鬱～〈２〉 佐藤マコト・伊鳴優子 講談社イブニングKC

サトラレ～嘘つきたちの憂鬱～〈３〉 佐藤マコト・伊鳴優子 講談社イブニングKC

サトラレ～嘘つきたちの憂鬱～〈４〉 佐藤マコト・伊鳴優子 講談社イブニングKC

健康で文化的な最低限度の生活 ９ 柏木 ハルコ 小学館

ブルーピリオド(1) 山口 つばさ 講談社
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分野 書名 著者名 出版社

はじめよう楽々中国語 小林 和代、韓 軍 白水社

蘭亭序(二種）（王羲之の書　15） 筒井 茂徳（テキストシリーズ） 天来書院　

造像記(一）（魏晋南北朝の書　27） 遠藤 秀紀（テキストシリーズ） 天来書院　

風信帖・灌頂記 空海（奈良平安の書51） 蓑毛 政雄（テキストシリーズ） 天来書院　

首里の馬 高山 羽根子 新潮社

破局 遠野 遥 河出書房新社

少年と犬 馳 星周 文藝春秋

コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和 サンマーク出版

西の魔女が死んだ 梨木 香歩 新潮社

「ありがとう」がエンドレス 田口 ランディ 晶文社

記憶喪失になったぼくが見た世界 坪倉 優介 朝日新聞出版

夢をかなえるゾウ〈２〉 水野 敬也 文響社

夢をかなえるゾウ〈３〉 水野 敬也 文響社

原文 万葉集（上） 佐竹 昭広ほか校注 岩波書店（文庫）

原文 万葉集（下） 佐竹 昭広ほか校注 岩波書店（文庫）

アンドロイドは電気羊の夢を見るか？ フィリップ・K・ディック 早川書房(文庫)

虚構推理 城平 京 講談社タイガ(文庫)

虚構推理短編集　岩永琴子の出現 城平 京 講談社タイガ(文庫)

霊能探偵・初の管行幸の事件簿　1 山口 幸三郎 KADOKAWA(文庫)

霊能探偵・初の管行幸の事件簿　2 山口 幸三郎 KADOKAWA(文庫)

霊能探偵・初の管行幸の事件簿　3 山口 幸三郎 KADOKAWA(文庫)

王都炎上―アルスラーン戦記〈１〉 田中 芳樹 光文社文庫

王子二人―アルスラーン戦記〈２〉 田中 芳樹 光文社文庫

落日悲歌―アルスラーン戦記〈３〉 田中 芳樹 光文社文庫
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