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1 ディープラーニングG (ジェネラリスト) 検定公式テキスト 浅川伸一 [ほか] /著 翔泳社 007.13/AS

2
ITエンジニアのための強化学習理論入門 : Pythonで学ぶアルゴリズムの動作
原理

中井悦司/著 技術評論社 007.13/NA

3 人工知能システムのプロジェクトがわかる本 : 企画・開発から運用・保守まで 本橋洋介/著 翔泳社 007.13/MO

4 業界別!AI活用地図 : 8業界36業種の導入事例が一目でわかる！ 本橋洋介/著 翔泳社 007.13/MO

5 AIと社会と法 : パラダイムシフトは起きるか？ 宍戸常寿 [ほか] /編著 有斐閣 007.3/SH

6 いちばんやさしいPython入門教室 大澤文孝/著 ソーテック社 007.64/OO

7 PythonでかなえるExcel作業効率化 : プログラミングがはじめてでも大丈夫！ 北野勝久, 高橋宣成/著 技術評論社 007.64/KI

8 暴力と不平等の人類史 : 戦争・革命・崩壊・疫病
ウォルター・シャイデル/著 ; 鬼澤忍, 塩原通緒/
訳

東洋経済新報社 204/SC

9
セブン-イレブンとヤマト運輸のIT戦略分析 : 業界リーダーが持続的競争力を
つくるメカニズム

向正道/著 中央経済社 336.17/MU

10 動かして学ぶ!Python Django開発入門 大高隆/著 翔泳社 547.48/OO

11 Google Apps Script目的別リファレンス : 実践サンプルコード付き 清水亮 [ほか] /著 秀和システム 547.48/SH

12 会社四季報業界地図 <2021年版>　　（電子ブック） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 602.1/TO/21

13 サブスクリプション2.0 : 衣食住すべてを飲み込む最新ビジネスモデル 日経クロストレンド/編 日経BP社 675/NI

14 MLSから学ぶスポーツマネジメント : 躍進するアメリカサッカーを読み解く 中村武彦, LeadOff Sports Marketing/著 東洋館出版社 783.47/NA

観光専攻

1 Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
ハンス・ロスリング, オーラ・ロスリング, アンナ・ロ
スリング・ロンランド/著 ; 上杉周作, 関美和/訳

日経BP社 002.7/RO

2 テンセント : 知られざる中国デジタル革命トップランナーの全貌 呉暁波/著 ; 箭子喜美江/訳 プレジデント社 007.35/GO

3 人生を面白くする本物の教養 出口治明/著 幻冬舎 159/DE

4
一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書
いた

山﨑圭一/著 SBクリエイティブ 209/YA

5 反穀物の人類史 : 国家誕生のディープヒストリー ジェームズ・C・スコット/著 ; 立木勝/訳 みすず書房 209.2/SC

6 世界史とつなげて学ぶ中国全史 岡本隆司/著 東洋経済新報社 222.01/OK
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7 清華大生が見た最先端社会、中国のリアル 夏目英男/著 クロスメディア・パブリッシング 302.22/NA

8 人類の選択 : 「ポスト・コロナ」を世界史で解く 佐藤優/著 NHK出版 304/SA

9 まちのファンをつくる自治体ウェブ発信テキスト 狩野哲也/著 学芸出版社 318.5/KA

10 ポストコロナの経済学 : 8つの構造変化のなかで日本人はどう生きるべきか？ 熊谷亮丸/著 日経BP社 332.107/KU

11 14億人のデジタル・エコノミー : 中国AIビッグバン 馬文彦/著 ; 中山宥/訳 早川書房 332.22/MA

12
9割捨てて10倍伝わる要約力 : 最短・最速のコミュニケーションで成果は最大
化する

山口拓朗/著 日本実業出版社 336.49/YA

13 SDGsと日本 : 全国データ : 誰も取り残されないための人間の安全保障指標
「人間の安全保障」フォーラム/編 ; 高須幸雄/編
著

明石書店 360/NI

14 モビリティーズ : 移動の社会学 ジョン・アーリ/著 ; 吉原直樹, 伊藤嘉高/訳 作品社 361/UR

15 文化進化の数理 = Mathematics of cultural evolution 田村光平/著 森北出版 361.5/TA

16 人口減少社会のデザイン 広井良典/著 東洋経済新報社 364.1/HI

17 レジャー白書　余暇の現状と産業・市場の動向 <2019> 日本生産性本部/編集 日本生産性本部 365.7/NI/19

18 ロシアの障害児教育・インクルーシブ教育 黒田学/編 クリエイツかもがわ 378/KU/1

19
ヨーロッパのインクルーシブ教育と福祉の課題 : ドイツ、イタリア、デンマーク、
ポーランド、ロシア

黒田学/編 クリエイツかもがわ 378/KU/2

20
スペイン語圏のインクルーシブ教育と福祉の課題 : スペイン、メキシコ、キュー
バ、チリ

黒田学/編 クリエイツかもがわ 378/KU/3

21
アジア・日本のインクルーシブ教育と福祉の課題 : ベトナム・タイ・モンゴル・ネ
パール・カンボジア・日本

黒田学/編 クリエイツかもがわ 378/KU/4

22 地球に住めなくなる日 : 「気候崩壊」の避けられない真実 デイビッド・ウォレス・ウェルズ/著 ; 藤井留美/訳 NHK出版 451.85/WA

23 考えるナメクジ : 人間をしのぐ驚異の脳機能 松尾亮太/著 さくら舎 484.6/MA

24 障害者の安楽死計画とホロコースト : ナチスの忘れ去られた犯罪 スザンヌ E・エヴァンス/著 クリエイツかもがわ 498.2/EV

25 交通まちづくり : 地方都市からの挑戦 原田昇/編著 ; 羽藤英二, 高見淳史/編集幹事 鹿島出版会 518.84/HA

26
自然保護と利用のアンケート調査 : 公園管理・野生動物・観光のための社会
調査ハンドブック

愛甲哲也, 庄子康, 栗山浩一/編 築地書館 519.8/AI

27 最新図解で早わかりMaaSがまるごとわかる本 楠田悦子, 森口将之/著 ソーテック社 681/KU

28 MaaS : モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ 日高洋祐 [ほか] /著 日経BP社 681/HI
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29 Beyond MaaS : 日本から始まる新モビリティ革命 : 移動と都市の未来 日高洋祐 [ほか] /著 日経BP社 681/HI

30 地域交通政策づくり入門 : 人口減少・高齢社会に立ち向かう総合政策を 土居靖範, 可児紀夫, 丹間康仁/編著 自治体研究社 681.1/DO

31
クルマ社会の地域公共交通 : 多様なアクターの参画によるモビリティ確保の
方策

野村実/著 晃洋書房 681.1/NO

32 地方公共交通の維持と活性化 青木亮/編著 ; 寺田一薫 [ほか] /執筆 成山堂書店 681.8/AO

33 富山から拡がる交通革命 : ライトレールから北陸新幹線開業にむけて 森口将之/著 交通新聞社 682.14/MO

34 失われた国鉄ローカル線 : 特定地方交通線の激闘を振り返る 結解喜幸/著 ; RGG撮影 イカロス出版 686.21/KE

35 地方交通を救え！ : 再生請負人・小嶋光信の処方箋 小嶋光信, 森彰英/著 交通新聞社 686.3/KO

36 現代観光学 : ツーリズムから「いま」がみえる
遠藤英樹, 橋本和也, 神田孝治/編著 ; 寺岡伸悟
[ほか] /著

新曜社 689/EN

37 ツーリズム・モビリティーズ : 観光と移動の社会理論 遠藤英樹/著 ミネルヴァ書房 689/EN

38 観光客を運ぶ交通機関 : 観光にかかわる乗りものを知ろう 小林寛則/著 ミネルヴァ書房 689/KO

39 観光社会学2.0 : 拡がりゆくツーリズム研究 須藤廣, 遠藤英樹/著 福村出版 689/SU

40 ホスト・アンド・ゲスト : 観光人類学とはなにか ヴァレン・L・スミス編 ミネルヴァ書房 689/SM

41 スポーツツーリズム入門
ジェームス・ハイアム, トム・ヒンチ/著 ; 伊藤央二,
山口志郎/訳

晃洋書房 689/HI

42 観光言語を考える 山川和彦/編 くろしお出版 689/YA

43 オーバーツーリズム : 観光に消費されないまちのつくり方 高坂晶子/著 学芸出版社 689.2/KO

44 「若者の海外旅行離れ」を読み解く : 観光行動論からのアプローチ 中村哲, 西村幸子, 高井典子/著 法律文化社 689.2/NA

45
観光立国政策と観光都市京都 : インバウンド、新型コロナに翻弄された京都
観光

広原盛明/著 文理閣 689.21/HI

46 アニメツーリズム白書 <2020> 角川アスキー総合研究所/編 アニメツーリズム協会 689.4/KA/20

47 地域文化観光論 : 新たな観光学への展望 橋本和也/著 ナカニシヤ出版 689.4/HA

48 アニメ・マンガで地域振興 : まちのファンを生むコンテンツツーリズム開発法 山村高淑/著 東京法令出版 689.4/YA

49 ドイツのスポーツ都市 : 健康に暮らせるまちのつくり方 高松平藏/著 学芸出版社 780.234/TA

50 言語の起源 : 人類の最も偉大な発明 ダニエル・L・エヴェレット/著 ; 松浦俊輔/訳 白揚社 802/EV
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51 日本語を分析するレッスン : アクティブ・ラーニング対応 野田尚史, 野田春美/著 大修館書店 810.1/NO

52 はじめて学ぶ日本語学 : ことばの奥深さを知る15章 益岡隆志/編著 ミネルヴァ書房 810.1/MA

53 〈やさしい日本語〉と多文化共生 庵功雄 [ほか] /編 ココ出版 810.7/IO

54 留学生のためのケースで学ぶ日本語 : 問題発見解決能力を伸ばす 宮﨑七湖/編著 ; 江後千香子 [ほか] /著 ココ出版 810.7/MI

55 基礎日本語文法 （改訂版） 益岡隆志, 田窪行則/著 くろしお出版 815/MA

56 ピンポイント中国語文法 : 中級者の悩み解決！ 丸尾誠/著 NHK出版 825/MA

57 大人なら使いたい中国語表現 : メールやビジネスシーンで恥をかかないために林松濤/著 三修社 825/LI

58 ちょこっと中国語翻訳 : ネイティヴらしく表現するコツ 李軼倫/著 白水社 827.8/LI

59 水害列島日本の挑戦 : ウィズコロナの時代の地球温暖化への処方箋
気候変動による水害研究会/著, 日経コンストラク
ション/編集脚本

日経BP社

英語国際キャリア専攻

1
「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと = Message to you“For you who
will live this future world."

ウスビ・サコ/著 大和書房 159.7/SA

2 ならずもの : 井上雅博伝 : ヤフーを作った男 森功/著 講談社 289.1/IN

3 冷戦 : ワールド・ヒストリー <上> O.A.ウェスタッド/著 ; 山本健, 小川浩之/訳 岩波書店 319.02/WE/1

4 冷戦 : ワールド・ヒストリー <下> O.A.ウェスタッド/著 ; 山本健, 小川浩之/訳 岩波書店 319.02/WE/2

5 アジア主義全史 嵯峨隆/著 筑摩書房 319.2/SA

6
Adaptive markets(アダプティブ・マーケット) : 適応的市場仮説 : 危機の時代の
金融常識

アンドリュー・W・ロー/著 ; 望月衛, 千葉敏生/訳 東洋経済新報社 338.01/LO

7 Adaptive markets : financial evolution at the speed of thought Andrew W. Lo Princeton University Press 338.15/LO

8 戦争をいかに語り継ぐか : 「映像」と「証言」から考える戦後史 水島久光/著 NHK出版 361.45/MI

9 世界滅亡マシン : 核戦争計画者の告白
ダニエル・エルズバーグ/著 ; 宮前ゆかり, 荒井雅
子/訳

岩波書店 392.53/EL

10 神さまとぼく : 山下俊彦伝 梅沢正邦/著 東洋経済新報社 540.67/UM

11 ディズニーCEOが実践する10の原則 ロバート・アイガー/著 ; 関美和/訳 早川書房 778.06/IG

12
The ride of a lifetime : lessons learned from 15 years as CEO of the Walt
Disney Company

Robert Iger Random House 778.06/IG
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13 社会言語学入門 : 生きた言葉のおもしろさに迫る（改訂版） 東照二/著 研究社 801.03/AZ

14 英語学入門 安藤貞雄, 澤田治美/編 開拓社 830.1/AN

15 はじめての英語学 （改訂版） 長谷川瑞穂/編著 ; 大井恭子 [ほか] /著 研究社 830.1/HA

16 NHK新ロシア語入門 （CD BOOK） 佐藤純一/著 日本放送出版協会 880/SA

17 大学のロシア語１　基礎力養成テキスト 沼野恭子 [ほか] /著 東京外国語大学出版会 880/DA/1

18 大学のロシア語２　実力が身につくワークブック 前田和泉, イリーナ・ダフコワ/著 東京外国語大学出版会 880/DA/2

19 3パターンで決める日常ロシア語会話ネイティブ表現 大山麻稀子, 須藤アレキサンドラ/著 語研 887.8/OO

20 日本の古典を英語で読む ピーター・J・マクミラン/著 祥伝社 910.2/MA

21 The Norton anthology of American literature　v. 1 Robert S. Levine, general editor W.W. Norton 938/LE/1

22 The Norton anthology of American literature　v. 2 Robert S. Levine, general editor W.W. Norton 938/LE/2

23 The Norton anthology of English literature　v. A Stephen Greenblatt, general editor W.W. Norton 938/GR/1

24 The Norton anthology of English literature　v. B Stephen Greenblatt, general editor W.W. Norton 938/GR/2

25 The Norton anthology of English literature　v. C Stephen Greenblatt, general editor W.W. Norton 938/GR/3

26 The Norton anthology of English literature　v. D Stephen Greenblatt, general editor W.W. Norton 938/GR/4

27 The Norton anthology of English literature　v. E Stephen Greenblatt, general editor W.W. Norton 938/GR/5

28 The Norton anthology of English literature　v. E Stephen Greenblatt, general editor W.W. Norton 938/GR/6

選定図書は新着図書・選定図書コーナーにあります。なお、次の選定図書

が入り次第、これらの図書は開架書架に並びます。お探しの際は、請求記

号をご活用ください。


