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坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわか
る本

坂本 真樹／著 オーム社 0071/S40/

ネット時代のクリエイターやミュージシャンが得する
権利や著作権の本

秀間 修一／講師
シンコーミュージック・エ
ンタテイメント

0212/H6/2

おかんメール 『おかんメール』制作委員会／編 扶桑社 0490/O9/1-7

18歳で学ぶ哲学的リアル 大橋 基／著 ミネルヴァ書房 1000/O5/

論理的思考力を鍛える33の思考実験 北村 良子／著 彩図社 1160/K9/

心がきれいになる365日誕生花と名言 WRITES PUBLISHING／編 ライツ社 1598/W5/

イラストで知る浄土真宗 川添 泰信／監修 洋泉社 1887/K37/

織田信長 金子 拓／著 河出書房新社 2891/O17/53

池上彰の世界はどこに向かうのか 池上 彰／著 日本経済新聞出版社 30400/I57/10

高校生のための憲法入門 斎藤 一久／編著 三省堂 32314/S50/

15歳から身につける経済リテラシー 岡野 進／[著] 朝日学生新聞社 33000/O5/

感じる経済学 加谷 珪一／著 SBクリエイティブ 33040/K24/2

日本人の不信感 中国人の本心 李 景芳／著 さくら舎 36142/R4/

教育をよみとく 田中 耕治／著 有斐閣 37100/T20/

チェンジ 山田 優花／著 海竜社 37245/Y1/

通信制高校のすべて 手島 純／編著 彩流社 37640/T3/4

博士になったらどう生きる? 栗田 佳代子／監修 勉誠出版 37750/K3/

女子学生のキャリアデザイン 野村 康則／編著 水曜社 37790/N10/

英訳付きニッポンの名前図鑑 和食・年中行事 服部 幸應／監修 淡交社 38380/H20/2

キッチハイク! 山本 雅也／著 集英社 38380/Y33/

歩いてわかった地球のなぜ!? 松本 穂高／著 山川出版社 4500/M12/

深海生物の「なぜそうなった?」がわかる本 北村 雄一／著 秀和システム 4817/K11/8

ねこ科 岩合 光昭／著 クレヴィス 4895/I7/5

ディアドルフィン 高縄 奈々／著 シータス 4896/T3/

調理科学のなぜ? 松本 仲子／監修 朝日新聞出版 5960/M78/3

パリジェンヌの並べて見せる収納術 ジュウ・ドゥ・ポゥム／著 ジュウ・ドゥ・ポゥム 5975/J1/

知って納得!植物栽培のふしぎ 田中 修／著 日刊工業新聞社 6150/T17/

車いす犬ラッキー 小林 照幸／著 毎日新聞出版 6456/K22/3

きみとのすてきな日々 森島 隆司／著
幻冬舎メディアコンサル
ティング

6456/M32/

猫と暮らす七十二候 おかの きんや／著 二見書房 6456/O22/

貿易入門 小林 尚朗／編 大月書店 6780/K18/

ようこそ!西洋絵画の流れがラクラク頭に入る美術館へ とに～／著 誠文堂新光社 7230/T19/

書のひみつ 古賀 弘幸／著 朝日出版社 7280/K39/

エリック・ミヤシロがガイドする管楽器奏者のための
楽器スーパー上達術

エリック宮城／解説 音楽之友社 7636/M4/

大学生のための動画制作入門 黒岩 亜純／著 慶應義塾大学出版会 7784/K14/

東大式タネなし手品ベスト30 東京大学奇術愛好会／監修 主婦の友社 7793/T6/

部活で差がつく!勝つバレーボール上達のポイント 小川 良樹／監修 メイツ出版 7832/O1/
最強プロに学ぶフットサル個人技完全マスター 森岡 薫／著 誠文堂新光社 7834/M43/

勝つ!卓球ダブルス上達60のコツ 高山 幸信／監修 メイツ出版 7836/T4/

ジュニアのためのスケートボード完全上達バイブル
全日本スケートボード協会／
監修

メイツ出版 7846/Z1/

柔道基本と戦術 上水 研一朗／監修 実業之日本社 7892/A10/

知るほどに深くなる漢字のツボ 円満字 二郎／著 青春出版社 8112/E3/5

ご本,出しときますね? BSジャパン／編 ポプラ社 9102/B18/

漱石漫談 いとう せいこう／著 河出書房新社 9102/N4/259

ウラも見てね。
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読んで楽しむ百人一首 吉海 直人／著 KADOKAWA 91114/Y8/6

違いがわかるはじめての五七五「俳句・川柳」上達
のポイント

上野 貴子／監修 メイツ出版 9113/U30/2

僕が殺した人と僕を殺した人 東山 彰良／著 文藝春秋 9136/H261/8

青の王 廣嶋 玲子／著 東京創元社 9136/H314/3

カーネーション いとう みく／作 くもん出版 9136/I344/3

利き蜜師物語 小林 栗奈／著 産業編集センター 9136/K798/1-2

西の魔女が死んだ 梨木 香歩／[著] 新潮社 9136/N219/13

ニャンニャンにゃんそろじー 有川 浩／著 講談社 9136/N429/

しみ 坂口 恭平／著 毎日新聞出版 9136/S556/5

ブラック・トゥ・ザ・フューチャー 左高例／著 KADOKAWA 9136/S616/

かがみの孤城 辻村 深月／著 ポプラ社 9136/T419/19

家出ファミリー 田村 真菜／著 晶文社 9136/T502/

夜明け告げるルーのうた 湯浅 政明／原作 KADOKAWA 9136/Y337/

ウラも見てね。


