
 ２０１９年６月特集展示「おとなだって学びたい」

請求記号 書名 著者名 出版者名
007ヤ トコトンやさしいＩｏＴの本 山崎　弘郎 日刊工業新聞社
019キ 大人のための日本の名著必読書５０ 木原　武一 海竜社
028ナ 教養は「事典」で磨け　ネットではできない「知の技法」 成毛　眞 光文社
100モ もういちど読む山川哲学　ことばと用語 小寺　聡 山川出版社
104ヤ 不安時代を生きる哲学 山竹　伸二 朝日新聞出版
116ナ それゆけ！論理さん　大人のための学習マンガ 仲島　ひとみ 筑摩書房
130ア 忘れてしまった哲学の名言 荒木　清 中経出版
130ヌ 図説・標準哲学史 貫　成人 新書館
140サ 心理学の名著３０ サトウ　タツヤ 筑摩書房
140ハ パブロフの犬　実験でたどる心理学の歴史 アダム・ハート＝デイヴィス 創元社
161ナ 面白くて眠れなくなる宗教学 中村　圭志 ＰＨＰエディターズ・グループ

162ナ 図解世界５大宗教全史　宗教を知れば、世界の歴史と今がわかる！ 中村　圭志 ディスカヴァー・トゥエンティワン

165ホ 知識ゼロからの世界の三大宗教入門 保坂　俊司 幻冬舎
170タ 日本人なら知っておきたい神道 武光　誠 河出書房新社
180イ イラストでわかるやさしい仏教 大角　修 成美堂出版
204シ １８歳からの歴史学入門 福岡大学人文学部歴史学科 彩流社
209ツ 現代史のおさらい 土屋　彰久 自由国民社
209ツ 世界全戦争史 柘植　久慶 ＰＨＰ研究所
211オ 面白くてよくわかる！日本史 加来　耕三 アスペクト
211ヤ 日本史のおさらい 山田　淳一 自由国民社
215ナ もう一度学びたい幕末・明治維新 永濱　眞理子 西東社
217カ やりなおす戦後史 蔭山　克秀 ダイヤモンド社
217ホ 昭和時代　絶対、知っておきたい史実・人物 保阪　正康 朝日新聞出版
217モ もう一度学びたい太平洋戦争 後藤　寿一 西東社
220オ 大人のための近現代史　１９世紀編 三谷　博 東京大学出版会
288セ 世界の国旗　国旗で学ぶ世界の国々 メトロポリタンプレス メトロポリタンプレス
290タ 地理のおさらい 田中　優子 自由国民社
291ア 大人のための日本地理　図解＆入門 浅井　建爾 日本実業出版社
291オ オトナのための社会見学ガイドブック 群青　洋介 明治書院
300ツ 公民のおさらい 土屋　彰久 自由国民社
301サ 高校生からわかる社会科学の基礎知識 酒井　峻一 ベレ出版
302.2イ 北朝鮮問題よくわからないまま社会人している人へ 池上　彰 海竜社
311キ 教養としての政治学入門 成蹊大学法学部 筑摩書房
312.1イ 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰 海竜社
330イ 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰 海竜社
331イ 大学４年間の経済学が１０時間でざっと学べる 井堀　利宏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
331カ 経済学の名著５０冊が１冊でざっと学べる 蔭山　克秀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
331コ 経済学のおさらい 小早川　浩 自由国民社

332.1イ 今さら聞けない経済教室 池田　信夫 東洋経済新報社
336ハ ビジネス名著大全 橋本　忠明 日本経済新聞出版社
391ス 図解武器と戦争の世界史 洋泉社
404カ 世界がわかる理系の名著 鎌田　浩毅 文藝春秋
404サ 面白くて眠れなくなる理科 左巻　健男 ＰＨＰエディターズ・グループ

404セ 世界一深い１００のＱ　いかなる状況でも本質をつかむ思考力養成講座 ロジェ・ゲスネリ ダイヤモンド社
404フ ブックガイド文庫で読む科学 岩波書店編集部 岩波書店
410カ 生き方が変わる数学 樺　旦純 日本文芸社
410サ 超面白くて眠れなくなる数学 桜井　進 ＰＨＰエディターズ・グループ

410サ 面白くて眠れなくなる数学プレミアム 桜井　進 ＰＨＰエディターズ・グループ

410タ あなたにも解ける東大数学 田中　保成 ＰＨＰ研究所
410ト 数学のおさらい 土井　里香 自由国民社
410ナ 数学図鑑　やりなおしの高校数学 永野　裕之 オーム社
410ホ 数学はいつも苦手だった アルブレヒト・ボイテルスパッヒャー 日本評論社
410マ 大人のやりなおし中学数学　論理的思考の基礎が身につく 益子　雅文 ＳＢクリエイティブ
410ヤ 高校数学と仲直りブック 山田　研也 技術評論社
411コ 大人のための「超」計算　小数、分数から億兆の数の計算まで 後藤　卓也 すばる舎
411サ 大人のための算数練習帳　論理思考を育てる文章題の傑作選 佐藤　恒雄 講談社
411サ 大人のための算数練習帳　図形問題編 佐藤　恒雄 講談社
411サ 大人のための算数練習帳　中学入試編 佐藤　恒雄 講談社
417カ 明日からつかえるシンプル統計学 柏木　吉基 技術評論社
420カ 物理学がわかる 川村　康文 技術評論社
420ク 大人のための高校物理復習帳　役立つ物理の公式２８ 桑子　研 講談社
420サ 面白くて眠れなくなる物理 左巻　健男 ＰＨＰエディターズ・グループ

420ナ 理科のおさらい　物理 永井　佑紀 自由国民社
421ヒ 宇宙・物質のはじまりがわかる量子力学 広瀬　立成 朝日新聞出版
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430タ 大人のための高校化学復習帳　元素記号が好きになる 竹田　淳一郎 講談社
430ワ 理科のおさらい　化学 涌井　良幸 自由国民社
430ワ 高校で教わりたかった化学 渡辺　正 日本評論社
440タ 忙しすぎる人のための宇宙講座 ニール・ドグラース・タイソン 早川書房
440ミ 理科のおさらい　天文 三木　邦裕 自由国民社
451ク 学んでみると気候学はおもしろい 日下　博幸 ベレ出版
451サ 知識ゼロからの異常気象入門 斉田　季実治 幻冬舎
451ヤ 理科のおさらい　気象 山岸　照幸 自由国民社
460ア カラー図解でわかる高校生物超入門 芦田　嘉之 ＳＢクリエイティブ
460シ やりなおし高校の生物　生物学は、本当はこんなに面白い！ 島田　尚幸 ナツメ社
460ヒ 理科のおさらい　生物 広沢‐高森　瑞子 自由国民社
465キ 休み時間の微生物学 北元　憲利 講談社
467ハ 学んでみると遺伝学はおもしろい 針原　伸二 ベレ出版
468イ 学んでみると生態学はおもしろい 伊勢　武史 ベレ出版
480サ 図解身近にあふれる「生き物」が３時間でわかる本 左巻　健男 明日香出版社
480ナ 大人のための動物園ガイド 成島　悦雄 養賢堂
481ア 観察する目が変わる動物学入門 浅場　明莉 ベレ出版
509カ 関東大人のための工場見学＆社会科見学 ＴＯＫＹＯ休日ネットワーク メイツ出版
549ヨ アナログとデジタルの違いがわかる本 吉本　猛夫 ＣＱ出版
609タ 単位　世の中のカラクリがハッキリ見えてくる！ 伊藤　英一郎 ＰＨＰ研究所
700エ 絵でわかるアートのコトバ 「美術検定」実行委員会 美術出版社
702セ 西洋・日本美術史の年表 美術検定実行委員会 美術出版社
702ハ 鑑賞のための西洋美術史入門 早坂　優子 視覚デザイン研究所
760カ 音楽のおさらい 川口　瑞夫 自由国民社
760ヨ 図解クラシック音楽大事典 吉松　隆 学研
800ク 世界の言語入門 黒田　龍之助 講談社
810カ もう一度高校古文 貝田　桃子 日本実業出版社
810マ 古典のおさらい 真野　真 自由国民社
811ミ 大人の漢字再入門 宮腰　賢 インデックス・コミュニケーションズ

811ヨ 漢字のおさらい 吉田　誠夫 自由国民社
814イ 今さら意味を聞けない日本語１０００ エンサイクロネット 幻冬舎
815ミ 敬語のおさらい 三ツ野　薫 自由国民社
830イ 英語のおさらい 稲葉　剛 自由国民社

B830キ 中学・高校で習った英語の基本を５時間でやり直す本 菊池　健彦 ＰＨＰ研究所
909ヒ 大人のための児童文学講座 ひこ・田中 徳間書店
910カ 文学史のおさらい 川島　周子 自由国民社
910コ 大人のための国語教科書　あの名作の“アブない”読み方！ 小森　陽一 角川書店
913ヤ からくり読み解き古事記 山田　永 小学館
920カ あらすじでわかる中国古典「超」入門 川合　章子 講談社
921ミ おとなのためのやさしい漢詩教室 三羽　邦美 瀬谷出版

U146モ 生きていくことの意味　トランスパーソナル心理学・９つのヒント 諸富　祥彦 ＰＨＰ研究所
U159キ 北野家の躾と家族愛　母は“強し”弟は“たけし” 北野　大 第三企画出版
U318ア 歩く楽しさ探し　ワークショップから見た小松のまち ワークショップ研究会 コマニー株式会社
U369コ 高齢者とまちづくり　ともにイキイキ！まちと住まいと生きがいと 高齢者とまちづくり研究会 風土社
U369シ 住民参加型の福祉活動 村田　幸子 ぎょうせい

U371エ 課題レポート集　平成２７年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学

U371エ 課題研究　論文集　平成２０年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
U371エ 課題研究　論文集　平成２１年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
U371エ 課題研究　論文集　平成２２年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
U371エ 課題レポート集　平成２３年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
U371エ 課題レポート集　ちゃいるど＊７　平成２４年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
U371エ 課題レポート集　平成２５年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
U371エ 課題レポート集　平成２５年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
U371エ 課題レポート集　平成２８年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
U371エ 課題レポート集　平成３０年９月 江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
U518コ こどもとまちづくり　面白さの冒険 こどもとまちづくり研究会 風土社
U518マ まちづくりの近未来 三船　康道 学芸出版社
U816シ 論文の書き方 清水　幾太郎 岩波書店
U914キ いまだに、たけしの兄です 北野　大 主婦と生活社

江戸川総合人生大学コーナーの本

U371エ

U371エ

課題研究　論文集　江戸川総合人生大学人生科学部
現代家庭経営学科子どもコース第１期生　平成１８年９
月

江戸川区経営企画部企画課
江戸川総合人生大学推進室 江戸川区経営企画部

課題研究　論文集　江戸川総合人生大学人生科学部
現代家庭経営学科子どもコース第２期生　平成１９年９
月

江戸川総合人生大学 江戸川総合人生大学
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