
No. 書        名 著者名 出版社 No. 書        名 著者名 出版社
学校図書館　１１月号 全国学校図書館協議会 38 社会保障法 西村健一郎 有斐閣

1 人工知能の最適解と人間の選択 ＮＨＫスペシャル取材班 ＮＨＫ出版 39 よくわかる社会保障 坂口正之 ミネルヴァ
2 認知症鉄道事故裁判 高井隆一 ブックマン 40 社会保障入門 社会保障入門編集委員会 中央法規
3 もっと知りたい！本が読者にとどくまで 能勢仁 ミネルヴァ 41 日本の医療 岩淵豊 〃
4 産業と会社研究シリーズ出版 植田康夫 産学社 42 社会保障統計年報 国立社会保障人口問題研究所

5 はじめてのディベート 西部直樹 あさ出版 43 社会保障論 石田成則 ミネルヴァ
6 試験に出る哲学 齋藤哲也 ＮＨＫ出版 44 基礎から学ぶ財政学 伊多波良雄 晃洋書房
7 平成論 池上彰ほか 〃 45 財政から読み解く日本社会 井出英策 岩波新書
8 国権と民権 佐高信ほか 集英社新書 46 社会保障の数量分析 吉田友里 清文社
9 現代日本の政党政治 濱本真輔 有斐閣 47 地方財政白書 総務省 日経印刷
10 平成デモクラシー史 清水真人 ちくま新書 48 図説　日本の財政　最新版

11 現代日本人の意識構造(第８版） ＮＨＫ放送文化研究所 ＮＨＫ出版 49 世界の最低生活保障 ＯＥＣＤ 明石書店
12 誰でもかける最高の読書感想文 齋藤孝 角川文庫 50 日本の財政 田中英明 中央公論新社

13 サピエンス全史(上） ユバル・ノア・ハラリ 河出書房新社 51 厚生労働白書を読む 田多秀範 ミネルヴァ
14 サピエンス全史(下） 〃 〃 52 発達障害を職場でささえる 宮木幸一 東京大学出版会

15 子どもの問題をいかに解決するか 魚住絹代 ＰＨＰ 53 Excelで学ぶ統計・データ解析入門 中村永友 丸善出版
16 現場からみた子どもの貧困対策 京都地域未来想像センター 公人の友社 54 仮説を検証し母集団を調べる検定・推定超入門 前野昌弘 技術評論社

17 地域医療と暮らしのゆくえ 高山義浩 医学書院 55 統計学超入門 松原望 〃
18 子どもが育つ条件 柏木恵子 岩波新書 56 分散分析超入門 前野昌弘 〃
19 ＡＩ時代の新ベーシックインカム論 井上智洋 光文社新書 57 最新版大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康 講談社
20 2025年高齢者が難民になる日 小黒一正 日経プレミアシリーズ 58 ここがポイント！レポート・論文を書くための日本語文法 小森万里 くろしお出版

21 世界は感情で動く Ｍモッテルリーニ 紀伊国屋書店 59 看護に必要な生物・化学 時政孝行 照林社
22 高校生からのゲーム理論 松井彰彦 ちくまプリマー 60 看護に必要な数学・物理 〃 〃
23 現代文学理論 土田知則 新曜社 61 経済学の名著　５０冊が１冊でざっと学べる 蔭山克秀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

24 脳心人工知能数理で脳を解き明かす 甘利俊一 講談社 62 経済の基本 遠山眞人 アニモ出版

25 ワークライフバランスの推進 総務省 63 国民衛生の動向 厚生労働統計協会 厚生労働統計協会

26 ワークライフバランスのすすめ 村上文 法律文化社 64 会計の世界史 田中靖浩 日経新聞社

27 働き方の多様化とセーフティネット 労働政策研究 65 ディープラーニング活用の教科書 日経クロストレンド 日経ＢＰ社
28 働き方の男女不平等 山口一男 日経新聞出版 66 経営学見るだけノート 平野敦士 宝島社
29 人工減少社会の家族と地域 樋口美雄 67 行動経済学見るだけノート 真壁昭夫 〃
30 ベーシックインカム ゲッツＷヴェルナー 現代書館 68 統計学見るだけノート 永野裕之 〃
31 自由と保障 Ｔフィッツパトリック 勁草書房 69 型で習得！中高生からの文章術 樋口裕一 筑摩書房
32 生活保障のガバナンス 大沢真理 有斐閣 70 最強のプレゼン段取り術 西脇資哲 総合法令出版

33 ベーシックインカムのある暮らし 古山明男 ライフサポート社 71 パフォーマンス評価で生徒の資質能力を育てる 西岡加名恵学事出版
34 社会保障レボリューション 井上英夫 高管出版 72 伝わるしくみ 山本高史 マガジンハウス

35 日本の介護 中村二朗 有斐閣 73 分かる伝わるプレゼン力 佐藤佳弘 武蔵野大学出版会

36 社会保険の考え方 西村健一郎 ミネルヴァ 74 晩年 太宰治 新潮社
37 日本公的年金制度史 吉原健二 中央法規

新　着　本　紹　介


