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専門分野以外の文芸書や読みやすい一般書を中心に、学生の皆さんに是非手に取っていただきたい図書です。

　書　名 　著者 　請求記号

人工知能はなぜ椅子に座れないのか  情報化社会における「知」と「生命」 松田雄馬著 007.13||M||B10050851

AI・データ分析プロジェクトのすべて : ビジネス力×技術力=価値創出 大城信晃監修・著 007.35||O||B10050840

今すぐ使えるかんたんやさしくわかるMacBook入門 技術評論社編集部 007.63||G||B10050875

今すぐ使えるかんたんノートパソコン : Windows 11対応版 門脇香奈子著 007.63||K||B10050874

アルゴリズムがわかる図鑑 松浦健一郎, 司ゆき著 007.64||M||B10050872

プログラミングの基礎からエラー処理、テストコードの書き方まで Eric Matthes著 007.64||M||B10050876

ゲーム開発・データ可視化・Web開発 Eric Matthes著 007.64||M||B10050877

SNS別最新著作権入門 「これって違法!?」の心配が消えるITリテラシーを高める基礎知識 井上拓著 021.2||I||B10050839

天才IT大臣オードリー・タンが初めて明かす問題解決の4ステップと15キーワード オードリー・タン他著 141.5||T||B10050847

タイプ別怒れない私のためのきちんと怒る練習帳 安藤俊介著 141.6||A||B10050855

やる気に頼らず「すぐやる人」になる37のコツ : 科学的に「先延ばし」をなくす技術 大平信孝著 141.7||O||B10050838

古代ギリシャのリアル 藤村シシン著 231||F||B10050870

薬草ハンター、世界をゆく : 義足の女性民族植物学者、新たな薬を求めて カサンドラ・リア・クウェイヴ著 289.3||Q||B10050863

大学生が知っておきたい生活のなかの法律 = Life with law 細川幸一著 320||H||B10050873

1冊目に読みたいDXの教科書 : なるほど図解 荒瀬光宏著 336.17||A||B10050907

アンガーマネジメント 戸田久実著 336.49||T||B10050829

「知識ゼロ」の人のための超ざっくり分かるファイナンス 石野雄一著 336.8||I||B10050841

人は聞き方が9割 : 1分で心をひらき、100%好かれる聞き方のコツ 永松茂久著 361.454||N||B10050856

映画を早送りで観る人たち : ファスト映画・ネタバレ -- コンテンツ消費の現在形 稲田豊史著 361.5||I||B10050830

失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック 新聞労連ジェンダー表現ガイドブック編集チーム著 367.21||S||B10050852

Z世代 : 若者はなぜインスタ・TikTokにハマるのか? 原田曜平著 367.68||H||B10050831

若者たちのニューノーマル : Z世代、コロナ禍を生きる 牛窪恵著 367.68||U||B10050834

ノンバイナリーがわかる本 : heでもsheでもない、theyたちのこと エリス・ヤング著 ; 上田勢子訳 367.9||Y||B10050871

下手くそやけどなんとか生きてるねん。 : 薬物・アルコール依存症からのリカバリー 渡邊洋次郎著 368.86||W||B10050858

誰も断らない : こちら神奈川県座間市生活援護課 篠原匡著 369.2||S||B10050900

ポストコロナ時代の「通いの場」 近藤克則編 369.26||K||B10050879

ヤングケアラーってなんだろう 澁谷智子著 369||S||B10050833

わかったつもり : 読解力がつかない本当の原因 西林克彦著 371.41||N||B10050835

先生、どうか皆の前でほめないで下さい : いい子症候群の若者たち 金間大介著 371.47||K||B10050885

今すぐ使えるかんたんGoogle for Education 電算システム著 374.35||D||B10050878

大学のデジタル変革 : DXによる教育の未来 井上雅裕編著 377.15||I||B10050844

古代メソポタミア飯 : ギルガメシュ叙事詩と最古のレシピ 遠藤雅司著 383.8273||E||B10050861

Rでらくらくデータ分析入門 : 効率的なデータ加工のための基礎知識 西田典充著 417||N||B10050845

ゴリラ部長が教えてくれた統計の「超」入門 表孝憲著 417||O||B10050850

ゼロからわかる物理エンジン : 理系じゃなくてもハマる面白さ! こーじ著 420||K||B10050842

なぜ宇宙は存在するのか : はじめての現代宇宙論 野村泰紀著 443.9||N||B10050899

地球温暖化はなぜ起こるのか : 気候モデルで探る過去・現在・未来の地球 真鍋淑郎他著 451.85||M||B10050836

時計遺伝子 : からだの中の「時間」の正体 岡村均著 464.1||O||B10050837

草木とともに : 牧野富太郎自伝 牧野富太郎著 470.4||M||B10050898

カニの歌を聴け : ハクセンシオマネキの恋の駆け引き 竹下文雄著 485.3||T||B10050862

「話が通じない」の正体 : 共感障害という謎 黒川伊保子著 491.371||K||B10050828

空気を読む脳 中野信子 著 491.371||N||B10050854

働く人の疲れをリセットする快眠アイデア大全 菅原洋平著 498.36||S||B10050832
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　書　名

薬膳Vegan healing recipe 田中明緒著 498.583||T||B10050880

ジョンズ・ホプキンス : 世界最強の研究大学 黒瀬悦成著 498.6||K||B10050843

サーキュラーエコノミー実践 : オランダに探るビジネスモデル 安居昭博著 519.13||Y||B10050848

さばの缶づめ、宇宙へいく : 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち 小坂康之, 林公代著 538.97||K||B10050860

JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部監修 596.37||J||B10050902

妻はサバイバー 永田豊隆著 598.4||N||B10050901

日本のコメ問題 : 5つの転換点と迫りくる最大の危機 小川真如著 611.33||O||B10050883

お客さまをグッと引き寄せるスマホ集客術 : ひとり起業・副業がうまくいく! 鈴木夏香著 675||S||B10050884

Googleアナリティクスプロフェッショナル 山浦直宏著 675||Y||B10050846

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内有緒著 706.9||K||B10050857

怖い絵 中野京子著 723||N||B10050886

出産を巡る切り絵・しかけ図鑑
エレーヌ・ドゥルヴェール絵 ; ジャン=クロード・ドゥル

ヴェール文 726.6||D||B10050881

世界で一番美しい切り絵人体図鑑 エレーヌ・ドゥルヴェール著 726.6||D||B10050882

博報堂スピーチライターが教える口下手のままでも伝わるプロの話し方 ひきたよしあき著 809.2||H||B10050849

「させていただく」の使い方 : 日本語と敬語のゆくえ 椎名美智著 815.8||S||B10050853

フリーター、家を買う。 有川浩著 913.6||A||B10050824

正欲 朝井リョウ著 913.6||A||B10050906

両手にトカレフ ブレイディみかこ著 913.6||B||B10050859

最近、空を見上げていない はらだみずき著 913.6||H||B10050823

変身 東野圭吾著 913.6||H||B10050827

白夜行 東野圭吾著 913.6||H||B10050887

スローグッドバイ 石田衣良著 913.6||I||B10050822

ハヤブサ消防団 池井戸潤著 913.6||I||B10050868

コーヒーが冷めないうちに 川口俊和著 913.6||K||B10050865

R.P.G. 宮部みゆき著 913.6||M||B10050826

N (エヌ) 道尾秀介著 913.6||M||B10050864

星を掬う 町田そのこ著 913.6||M||B10050869

ブロードキャスト 湊かなえ著 913.6||M||B10050888

カラフル 森絵都著 913.6||M||B10050889

虹の岬の喫茶店 森沢明夫著 913.6||M||B10050890

わたしの美しい庭 凪良ゆう著 913.6||N||B10050891

夜のピクニック 恩田陸著 913.6||O||B10050892

流星ワゴン 重松清著 913.6||S||B10050821

人斬り以蔵 司馬遼太郎著 913.6||S||B10050825

小説すずめの戸締まり 新海誠著 913.6||S||B10050866

あと少し、もう少し 瀬尾まいこ著 913.6||S||B10050893

また、同じ夢を見ていた 住野よる著 913.6||S||B10050894

同姓同名 下村敦史著 913.6||S||B10050895

硝子の塔の殺人 知念実希人著 913.6||T||B10050867

琥珀の夏 辻村深月著 913.6||T||B10050896

氷菓 米澤穂信著 913.6||Y||B10050897
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