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☆新着図書案内　～２学期に入った本　②～

007 ディープラーニング 谷田部／卓∥著 創元社

007 ６０分でわかる！プログラミング教育最前線 プログラミング教育研究会∥著技術評論社

092 黄泉国訪問神話と古墳時代出雲の埋葬　 岩本／崇　ほか著　 島根大学法文学部山陰研究センター

092 島根県の山 岡本／良治∥著 山と渓谷社

116 発想力を鍛える３３の思考実験 北村／良子∥著 彩図社

141 自己矛盾劇場　「知ってる・見えてる・正しいつもり」を考察する細谷／功∥著 ｄＺＥＲＯ

141 アフォーダンス 佐々木／正人∥著 岩波書店

141 人前で変に緊張しなくなるすごい方法 伊藤／丈恭∥著 アスコム

159 折れない心を育てるいのちの授業 小沢／竹俊∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

198 強く、しなやかに　回想・渡辺和子 渡辺／和子∥著 文芸春秋

289 これからを生きる君へ 天野／篤∥著 毎日新聞出版

318 現場発！ニッポン再興　ふるさとが「稼ぐまち」に変わる１６の方法出町／譲∥著 晶文社

329 国籍の？がわかる本　日本人ってだれのこと？外国人ってだれのこと？木下／理仁∥著 太郎次郎社エディタス

336 宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。 長尾／彰∥著 学研プラス

361 日本の「安心」はなぜ、消えたのか　社会心理学から見た現代日本の問題点山岸／俊男∥著 集英社インターナショナル

368 ケーキの切れない非行少年たち 宮口／幸治∥著 新潮新書

369 世界の難民をたすける３０の方法 滝沢／三郎∥編著 合同出版

369 マンガでわかる無理をしない介護　もしもの時に必ず役立つ「はじめての家族介護」基本・知識・実践法福辺／節子ほか著 誠文堂新光社

369 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤／亜紗∥著 光文社新書

371 死ぬんじゃねーぞ！！　いじめられている君はゼッタイ悪くない中川／翔子∥著 文芸春秋

372 フィンランドの教育はなぜ世界一なのか 岩竹／美加子∥著 新潮新書

375 国語教育の危機　大学入学共通テストと新学習指導要領 紅野／謙介∥著 筑摩書房

376 保育政策の国際比較　子どもの貧困・不平等に世界の保育はどう向き合っているかルドヴィクァ・ガンバロ　ほか編明石書店

376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ∥著 新潮社

378 手で見るいのち　ある不思議な授業の力 柳楽／未来∥著 岩波書店

385 心の礼法 園山／明生子∥著 園山明生子事務所

385 世界お産　生まれやすい国ニッポンへ！ きくち／さかえ∥文・写真 二見書房

417 高次元の統計学 青嶋／誠、矢田／和善∥著 共立出版

423 力学の基礎 堀口／剛∥著 技術評論社

424 ゼロからはじめる音響学 青木／直史∥著 講談社

426 熱と温度の科学 石原／顕光∥著 日刊工業新聞社

427 トコトンやさしい磁力の本 山崎／耕造∥著 日刊工業新聞社

450 地理が解き明かす地球の風景 松本／穂高∥著 ベレ出版

460 生物学はいかに創られたか 柴井／博四郎∥著 信濃毎日新聞社（制作）

467 トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡／佑一郎∥著 日刊工業新聞社

470 四季の雑草図鑑 稲垣／栄洋∥監修 宝島社

491 おならのサイエンス ステファン・ゲイツ∥著 柏書房

491 ４０℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか 永島／計∥著 化学同人

493 マンガでわかるパニック症・広場恐怖症 貝谷／久宣∥監修 主婦の友社

498 本当のたばこの話をしよう　 片野田／耕太∥著 日本評論社

498 次代を担う医療者のための地域医療実践読本 中根／晴幸∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

499 くすりをつくる研究者の仕事　薬のタネ探しから私たちに届くまで京都大学大学院薬学研究科∥編化学同人

501 折り紙の科学 萩原／一郎、奈良／知惠∥∥著日刊工業新聞社

519 地球環境問題がよくわかる本 浦野／紘平、浦野／真弥∥共著オーム社

519 プラスチック・フリー生活　今すぐできる小さな革命 シャンタル・プラモンドン、ジェイ・シンハ∥著ＮＨＫ出版

519 地域から考える環境と経済 八木／信一、関／耕平∥著 有斐閣

519 地球環境の事件簿 石／弘之∥著 岩波書店

視覚障害の子どもたちが動物の骨を触って学ぶ盲学校での生物の授業。「学ぶこと」の本質に触迫る。著者の柳楽さんは卒業生です。

「高次元統計解析」の入門書。著者の矢田さんは卒業生です。



596 一流の本質　２０人の星を獲ったシェフたちの仕事論 岸田／周三∥〔ほか著〕 大和書房

673 図解版ホスピタリティの教科書 林田／正光∥監修 あさ出版

674 売れる！楽しい！「手書きＰＯＰ」のつくり方 増沢／美沙緒∥著 同文舘出版

675 大学４年間のマーケティング見るだけノート 平野／敦士カール∥監修 宝島社

675 結果が出る〈ＳＮＳマーケティング〉てっぱん法則 森／寛弘∥著 扶桑社

675 起業家・フリーランスのための「ブログ・ＳＮＳ集客」のキホン 今城／裕実∥著 同文舘出版

675 はじめての流通 崔／容熏　ほか著 有斐閣

675 はじめてのマーケティング 久保田／進彦　ほか著 有斐閣

675 トコトンやさしい小売・流通の本 鈴木／邦成∥著 日刊工業新聞社

675 デジタル時代の基礎知識『ＳＮＳマーケティング』 林／雅之∥著 翔泳社

681 新・自転車“道交法”ＢＯＯＫ 疋田／智、疋田／智∥共著 〓出版社

726 生理ちゃん 小山／健∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

726 「大家さんと僕」と僕 矢部／太郎∥ほか著 新潮社

726 大家さんと僕　これから 矢部／太郎∥著 新潮社

726 キングダム　55 原／泰久∥著 集英社

761 耳コピが基礎からできるようになる本　トライ＆トレーニング３０＋１５０永野／光浩∥著 スタイルノート

761 耳コピ力アップ術　理論と実践と聴き分けのコツ 永野／光浩∥著 スタイルノート

763 初音ミクはなぜ世界を変えたのか？ 柴／那典∥著 太田出版

778 アニメーションベーシックス　アニメ全域の基本を知る８０のキーワード ビー・エヌ・エヌ新社

780 おもしろい！スポーツの物理 望月／修∥著 講談社

780 まんがでわかるみんなのスポーツ・コンプライアンス入門 スポーツ・コンプライアンス教育振興機構∥作学研プラス

780 これからの健康とスポーツの科学 安部／孝∥編 講談社

783 高校サッカー年鑑　2019 全国高等学校体育連盟サッカー専門部∥編講談社

783 心を強くする　「世界一のメンタル」５０のルール サーシャ・バイン∥著 飛鳥新社

783 なぜ「あと１アウト」から逆転されるのか 田尻／賢誉∥著 竹書房

814 平成新語　出どこはどこ？ 中村／三郎∥著 柏書房

830 英検２級過去問題集 学研プラス

830 英検準１級過去問題集 学研プラス

830 英検準２級過去問題集 学研プラス

837 Ｔｈｅ　Ｍａｒｔｉｎａｎ Ａｎｄｙ　Ｗｅｉｒ∥著 BOWY

913.6 クジラアタマの王様 伊坂／幸太郎∥著 ＮＨＫ出版

913.6 ｍｏｊａ 吉田／桃子∥著 講談社

913.6 ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短篇２９ ジェイ・ルービン∥編 新潮社

913.6 ライフ 小野寺／史宜∥著 ポプラ社

913.6 放課後ひとり同盟 小嶋／陽太郎∥著 集英社

913.6 あとは切手を、一枚貼るだけ 小川／洋子、堀江／敏幸∥著 中央公論新社

913.6 南西の風やや強く 吉野／万理子∥著 あすなろ書房

913.6 徳治郎とボク 花形／みつる∥著 理論社

913.6 マレスケの虹 森川／成美∥作 小峰書店

913.6 落日 湊／かなえ∥〔著〕 角川春樹事務所

913.6 ５秒後に意外な結末　アポロンの黄色い太陽 桃戸／ハル∥編著 学研プラス

913.6 ５秒後に意外な結末　パンドラの赤い箱 桃戸／ハル∥編著 学研プラス

913.6 ５秒後に意外な結末　ミノタウロスの青い迷宮 桃戸／ハル∥編著 学研プラス

913.6 ちょちょら 畠中／恵∥著 新潮文庫

913.6 長い長い殺人 宮部／みゆき∥著 光文社文庫

913.6 森に眠る魚 角田／光代∥著 双葉文庫

913.6 こいしり 畠中／恵∥著 文春文庫

916 ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。 幡野／広志∥著 ポプラ社

916 はるかのひまわり　震災で妹を亡くした姉が綴る残された者たちの再生の記録加藤／いつか∥著 苦楽堂

918 小林秀雄全作品　全２８巻、別冊４巻 小林／秀雄∥著 新潮社

918 三浦哲郎自選全集　全１３巻 三浦／哲郎∥著 新潮社

923 三体 劉／慈欣∥著 早川書房

933 アップルと月の光とテイラーの選択 中浜／ひびき∥著 小学館

933 子犬たちのあした　ロンドン大空襲 ミーガン・リクス∥作 徳間書店


