
番号 書名 著者名
1 転換日本 : 地域創成の展望 月尾 嘉男
2 ギネス世界記録 2018 Folkard Claire
3 世界不思議地図 佐藤 健寿
4 反哲学史 木田 元
5 苦海浄土 (くがいじょうど) : わが水俣病 石牟礼 道子
6 マネジメント グローバルタスクフォース
7 マーケティング グローバルタスクフォース
8 クリティカルシンキング グローバルタスクフォース
9 アカウンティング グローバルタスクフォース株式会社

10 コーポレートファイナンス グローバルタスクフォース株式会社
11 ヒューマンリソース グローバルタスクフォース株式会社
12 ストラテジー グローバルタスクフォース株式会社
13 「Q&A」ケーススタディ グローバルタスクフォース株式会社
14 経済学 グローバルタスクフォース
15 ゲーム理論 グローバルタスクフォース
16 MOT : テクノロジーマネジメント グローバルタスクフォース
17 メンタルマネジメント グローバルタスクフォース
18 統計学 グローバルタスクフォース
19 クリエイティブシンキング グローバルタスクフォース
20 ブランディング 坂手 康志
21 戦略営業 グローバルタスクフォース株式会社
22 店舗経営 グローバルタスクフォース
23 事業計画書 池上 重輔
24 戦略物流 角井 亮一
25 商品・価格戦略 グローバルタスクフォース
26 名画で読み解くロマノフ家12の物語 中野 京子
27 氷温食品入門 山根 昭彦

28
チョコレートの世界史 : 近代ヨーロッパが磨き上げた褐色
の宝石

武田 尚子

29 科学者と戦争 池内 了
30 TOEIC L&R test出る単特急金のフレーズ TEX加藤
31 バッタを倒しにアフリカへ 前野 ウルド浩太郎

32
パッとしない私が、「これじゃ終われない」と思ったときのこ
と : 「生きる意味」のつくりかた

上田 紀行

33 トラクターの世界史 : 人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち 藤原 辰史
34 英語教育の危機 鳥飼 玖美子
35 トウガラシの世界史 : 辛くて熱い「食卓革命」 山本 紀夫
36 コーヒーが廻り世界史が廻る : 近代市民社会の黒い血液 臼井 隆一郎
37 脳の意識機械の意識 : 脳神経科学の挑戦 渡辺 正峰
38 毒と薬の世界史 : ソクラテス、錬金術、ドーピング 船山 信次
39 国際秩序 : 18世紀ヨーロッパから21世紀アジアへ 細谷 雄一
40 ゆかいな仏教 橋爪 大三郎
41 タテ社会の人間関係 中根 千枝

42 つながる脳科学 : 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線
理化学研究所脳科学総合研究セン
ター

43 喰ったらヤバいいきもの 平坂 寛
44 面白くて眠れなくなる社会学 橋爪 大三郎
45 日本の英語、英文学 外山 滋比古
46 人間とロボットの法則 石黒 浩
47 前置詞キャラ図鑑 : 核心のイメージがわかる! 関 正生
48 人類進化の謎を解き明かす Dunbar R. I. M.
49 失敗学 : 最新図解 : 失敗から学び、創造に生かす 畑村 洋太郎
50 超訳論語 孔子
51 火山全景 : 写真でめぐる世界の火山地形と噴出物 白尾 元理
52 人工知能がもたらす技術の革新と社会の変貌 情報処理推進機構AI白書編集委員
53 使おう酵母できるtwo hybrid 水野 貴之
54 奇界遺産 = The wonderland's heritage 佐藤 健寿
55 ゼロから学ぶ人工知能の作り方



56 風が吹くとき Briggs Raymond
57 ブッダの言葉 : 超訳 小池 龍之介
58 機械学習入門 : ボルツマン機械学習から深層学習まで 大関 真之

59
脳疲労が消える最高の休息法「CDブック」 : 「脳科学×瞑
想」聞くだけマインドフルネス入門

久賀谷 亮

60 実用数学技能検定過去問題集 : 数学検定 2級 日本数学検定協会
61 実用数学技能検定過去問題集 : 数学検定 2級 日本数学検定協会
62 実用数学技能検定過去問題集 : 数学検定 準2級 日本数学検定協会
63 実用数学技能検定過去問題集 : 数学検定 準2級 日本数学検定協会
64 苦海浄土 : 全三部 石牟礼 道子
65 国境なき医師団 : 終わりなき挑戦、希望への意志 フォックス
66 戦争と経済の本質 : 「教養」として身につけておきたい 加谷 珪一
67 「偶然」の統計学 Hand D. J.
68 ヤバい統計学 Fung Kaiser
69 ことばの科学 : 東京言語研究所開設50周年記念セミナー 西山 佑司
70 イスラム芸術の幾何学 : 天上の図形を描く Sutton Daud

71
ゼロから理解する食肉の基本 : 家畜の飼育・病気と安全・
流通ビジネス

西村 敏英

72 樹と暮らす : 家具と森林生態 清和 研二

73
多言語主義社会に向けて : 国内外の多言語状況を肯定
し、尊重する社会をめざして

平高 史也

74 完全理系専用英語長文スペクトル 関 正生

75
はじめてのホームステイ英会話 : 留学・ホームステイをリア
ルに体感!

小林 奈々子

76 受けてみよう!TOEIC Bridgeテスト 高山 芳樹
77 きれいな色の本 : デザインと言葉の配色ブック ingectar‐e

78
金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ちが教えてくれる
お金の哲学

Kiyosaki Robert T.

79
理科系のための英語論文表現文例集 : ヘルプ・シートでか
ならず見つかる

藤野 輝雄

80 「工学」のおもしろさを学ぶ 東京電機大学
81 世界の不思議な図書館 Johnson Alex
82 アンケート調査入門 : 失敗しない顧客情報の読み方・まと 朝野 煕彦

83
Excelを使ったアンケート調査 : Excelによるアンケート集計
システムを使う

岩田 安雄

84 世界文学大図鑑 Canton James lecturer in wild

85
美しい世界の傑作ミュージアム : 何度でも行きたい素敵な
博物館、美術館

MdN編集部

86 ブリューゲルへの招待 朝日新聞出版
87 西洋美術史を変えた名画150 木村 泰司
88 デジタルビジネスへの挑戦 情報サービス産業協会
89 図解実践MOT入門 : 技術を新規事業・新商品につなげる 出川 通

90
図解実践MOTマーケティング入門 : 新事業を成功に導く市
場へのアプローチ

出川 通

91 Excelによるアンケート調査の第一歩 辻 義人
92 運動とメンタルヘルス : 心の健康に運動はどう関わるか 永松 俊哉

93
子供のためのトリガーポイントマッサージ&タッチ : 病気の
仕組みとツボの位置がよくわかる

Finando Donna

94 「Androidセンサ」機能別アプリ開発 I/O編集部
95 図解世界史で学べ!地政学 茂木 誠
96 なぜ世界のエリート達はリベラルアーツを学ぶのか?
97 自動車王フォードが語るエジソン成功の法則 Ford Henry

98
指導者 (リーダー) はこうして育つ : フランスの高等教育:グ
ラン・ゼコール

柏倉 康夫

99
日本現代小説大事典 = A cyclopedia of Japanese
contemporary novels

浅井 清

100 ブリューゲルの「子供の遊戯」 : 遊びの図像学 森 洋子



101
臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行う
ための極意 : すべての臨床医に捧ぐ超現場重視型の臨床
研究指南書

原 正彦

102 イスラーム世界の都市空間 陣内 秀信
103 なぜデータ主義は失敗するのか? : 人文科学的思考のすす Madsbjerg Christian
104 現代ゲーム全史 : 文明の遊戯史観から 中川 大地
105 シュレディンガーの哲学する猫 : シュレ猫とコトハ 竹内 薫
106 哲学する子どもたち : バカロレアの国フランスの教育事情 中島 さおり
107 かわいい色の本 : デザインと言葉の配色ブック ingectar‐e

108
感性・こころ : 自分らしい自分をつくるもうひとつの知をひら
く : リベラルアーツ講座

坂口 光一

109 自分で考えよう : 世界を知るための哲学入門 Ekberg Peter
110 体論, これはおもしろい : 方程式と体の理論 飯高 茂
111 MOT「技術経営」入門 延岡 健太郎
112 どうして高校生が数学を学ばなければならないの? 大竹 真一
113 日本人が大切にしたいうつくしい暮らし : 暦・しきたり・アエ 井戸 理恵子
114 ブルーノ・ムナーリのファンタジア : 創造力ってなんだろう? Munari Bruno

115
ROM測定法 : 臨床での測定精度を高める! : 代償運動のと
らえ方と制動法の理解と実践

齋藤 慶一郎

116 知の創成 : 身体性認知科学への招待 Pfeifer Rolf

117
膜・筋膜 : 人体の張力ネットワーク : 最新知見と治療アプ
ローチ

Schleip Robert

118 マンガでわかる技術英語 坂本 真樹
119 これから泳ぎにいきませんか : 穂村弘の書評集 穂村 弘
120 野性の知能 : 裸の脳から、身体・環境とのつながりへ Barrett Louise
121 「甘え」の構造 土居 健郎
122 人体探求の歴史 笹山 雄一
123 儲かる物理 : 人生を変える究極の思考力 鈴木 誠治

124
メカ屋のための脳科学入門 : 脳をリバースエンジニアリン
グする

高橋 宏知

125 生産システム編 藤本 隆宏
126 生産資源・技術管理編 藤本 隆宏
127 グローバル経営入門 浅川 和宏
128 思考都市坂口恭平 : Drawings1999-2012 坂口 恭平
129 経営戦略入門 網倉 久永
130 群論,これはおもしろい : トランプで学ぶ群 飯高 茂
131 あわてず悩まず!本質を見極める「問題解決」のきほん 鈴木 進介
132 理系ジェネラリストへの手引き : いま必要とされる知とリテ 岡村 定矩

133
ベイズ推論による機械学習入門 = Introduction to machine
learning by Bayesian inference

須山 敦志

134 おおきく考えよう : 人生に役立つ哲学入門 Ekberg Peter
135 ガロア理論 木村 俊一
136 これならわかる深層学習入門 = Introduction to deep 瀧 雅人
137 深層学習 = Deep learning 岡谷 貴之
138 ピタリとわかる多変量解析入門 涌井 良幸
139 アースダイバー 中沢 新一

140
おうちで学べる人工知能のきほん : 楽しく読める人工知能
の教科書

東中 竜一郎

141 日常と非日常からみるこころと脳の科学 宮崎 真
142 理工系なら必ず知っておきたい英語論文を読みこなす技術 福田 尚代
143 環論,これはおもしろい : 素因数分解と循環小数への応用 飯高 茂
144 安部公房全集 安部 公房
145 梶井基次郎『檸檬』作品論集 鈴木 貞美
146 リンケージ英語構文100 戸澤 全崇
147 マーケティング入門 小川 孔輔
148 ブリューゲルの世界 森 洋子
149 図説ヒエロニムス・ボス : 世紀末の奇想の画家 岡部 紘三
150 謎解きヒエロニムス・ボス 小池 寿子



151
ひまわり8号と地上写真からひと目でわかる日本の天気と
気象図鑑

村田 健史

152
AIが創造する次世代型医療 : ヘルスケアの未来はどう変
わるのか

ヘルスケア総合政策研究所

153 ビギナーのための小型モータ回路集 : わかる役立つすぐ 谷腰 欣司

154
名画で読む!旧約・新約聖書の世界 : キリスト、聖母、英
雄、預言者、使徒、聖人・聖女…聖書の様々な物語はいか
に描かれたのか?

小西 眞由美

155 建築スケッチ・パース基本の「き」 山田 雅夫
156 論理思考力をきたえる「読む技術」 出口 汪
157 考えるということ : 知的創造の方法 大沢 真幸
158 怠け数学者の記 小平 邦彦
159 数学をいかに教えるか 志村 五郎
160 日本人の美意識 Keene Donald
161 電気革命 : モールス、ファラデー、チューリング Bodanis David
162 数学で何が重要か 志村 五郎
163 菊と刀 : 日本文化の型 Benedict Ruth
164 日本人と日本文化 : 対談 司馬 遼太郎
165 英語の冒険 Bragg Melvyn
166 「日本人論」再考 船曳 建夫

167
若い読者のための第三のチンパンジー : 人間という動物の
進化と未来

Diamond Jared M.

168 ボクは算数しか出来なかった 小平 邦彦
169 日本文化論の系譜 : 『武士道』から『「甘え」の構造』まで 大久保 喬樹
170 武器輸出と日本企業 望月 衣塑子
171 世界は四大文明でできている 橋爪 大三郎
172 IT研究者のひらめき本棚 : ビブリオ・トーク : 私のオススメ 情報処理学会会誌編集委員会
173 戦略の地政学 : ランドパワーVSシーパワー 秋元 千明
174 ディープラーニングがロボットを変える 尾形 哲也
175 未来予測の技法 : 時代を先読みし、チャンスを生み出す 佐藤 航陽
176 日常生活英語のトリセツ : 基本表現 長尾 和夫
177 言ってはいけない : 残酷すぎる真実 橘 玲
178 正しい本の読み方 橋爪 大三郎
179 西洋美術史 : 世界のビジネスエリートが身につける教養 木村 泰司
180 脳と身体の動的デザイン : 運動・知覚の非線形力学と発達 多賀 厳太郎
181 教養としての認知科学 鈴木 宏昭
182 おもちゃの科学セレクション 戸田 盛和
183 平均思考は捨てなさい : 出る杭を伸ばす個の科学 Rose Todd
184 ビジネスモデル・ナビゲーター Gassmann Oliver
185 日本再興戦略 落合 陽一
186 無常の使い 石牟礼 道子
187 人間と機械のあいだ : 心はどこにあるのか 池上 高志
188 コンテナ物語 : 世界を変えたのは「箱」の発明だった Levinson Marc
189 きっとあの人は眠っているんだよ : 穂村弘の読書日記 穂村 弘
190 最強兵器としての地政学 : あなたも国際政治を予測できる! 藤井 厳喜

191
人生に消しゴムを使わない生き方 : フランスの教育・子育
てから学ぶ

岩本 麻奈

192 英語学を学ぼう : 英語学の知見を英語学習に活かす 高橋 勝忠
193 斜めからの学校英文法 中島 平三
194 ワールド・カフェから始める地域コミュニティづくり : 実践ガ 香取 一昭

195
異文化理解力 : 相手と自分の真意がわかるビジネスパー
ソン必須の教養

Meyer Erin

196 現れる存在 : 脳と身体と世界の再統合 Clark Andy
197 侘び然び幽玄のこころ : 西洋哲学を超える上位意識 森神 逍遥
198 インテル : 世界で最も重要な会社の産業史 Malone Michael S.

199
「わたし」は脳に操られているのか : 意識がアルゴリズムで
解けないわけ

Sternberg Eliezer J.

200 多変量解析超入門 : 本当に使えるようになる 加藤 剛
201 回想黒部ダムへの道 高見 憲治



202 数学×思考=ざっくりと : いかにして問題をとくか 竹内 薫
203 高校生と親の「お金の教科書」 飯島 健二
204 スペリングの英語史 Horobin Simon
205 果てしなく美しい日本 Keene Donald
206 ジャガイモの世界史 : 歴史を動かした「貧者のパン」 伊藤 章治
207 名画で読み解くブルボン王朝12の物語 中野 京子
208 名画で読み解くハプスブルク家12の物語 中野 京子
209 名画で読み解くイギリス王家12の物語 中野 京子
210 創発的破壊 : 未来をつくるイノベーション 米倉 誠一郎
211 世界の選挙制度 大林 啓吾
212 日本現代文学大事典 三好 行雄

※著者が複数の場合は筆頭著者のみ記載。翻訳社名は省略。


