
ブックハンティング2019購入リスト：中央図書館（87タイトル）
著者(編者)名 書名 出版者

ingectar-e あるあるデザイン : 言葉で覚えて誰でもできるレイアウトフレーズ集 エムディエヌコーポレーション
インプレス

TEX加藤 TOEIC L&R TEST出る単特急金のセンテンス 朝日新聞出版

TEX加藤 TOEIC L&R TEST出る単特急金のフレーズ 朝日新聞出版

ウジトモコ デザイン力の基本 : 簡単だけど、すごく良くなる77のルール 日本実業出版社

ジュリー・ソンドラ・デッカー 見えない性的指向アセクシュアルのすべて 明石書店
デイビッド・ホワイトハウス 地底 : 地球深部探求の歴史 築地書館
デーヴァダッタ・パトナーヤク インド神話物語マハーバーラタ (JAYA) 上 原書房
デーヴァダッタ・パトナーヤク インド神話物語マハーバーラタ (JAYA) 下 原書房
はらぺこグリズリー 世界一美味しい手抜きごはん : 最速!やる気のいらない100レシピ KADOKAWA
ブレイディみかこ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 新潮社
まはら三桃 空は逃げない 小学館
まりこふん はにわ 青月社
ラファエル 無一文からのドリーム 宝島社
伊藤亜紗 記憶する体 春秋社
永井淳子, 粕谷恭子 教室で使える基本表現200 : 小学校の英語 新版 三省堂
岡本 広毅, 小宮 真樹子 編 いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか　ランスロット版 みずき書林
貝塚爽平ほか 編 写真と図でみる地形学 増補新装版 東京大学出版会

技術評論社編集部, AYURA 今すぐ使えるかんたんWord & Excel 2019 技術評論社
吉澤大 はじめての人にもわかる金融商品の解剖図鑑 かんき出版
宮下芳明 コンテンツは民主化をめざす : 表現のためのメディア技術 明治大学リバティブックス 明治大学出版会
丸善出版

宮津大輔 アート×テクノロジーの時代 : 社会を変革するクリエイティブ・ビジネス  光文社新書 ; 888 光文社
宮島咲 ツウになる!ダムの教本 : ダム好きとの会話が盛り上がる! 秀和システム

宮部みゆき さよならの儀式 : 8 Science Fiction Stories 河出書房新社

金城俊哉 世界でいちばん簡単なPythonプログラミングのe本 : 最新版 : Pythonアプリ作りの考え方が身に付く 秀和システム

九螺ささら 神様の住所 朝日出版社
五百田達成 察しない男説明しない女　プレミアムカバー　ピンク ディスカヴァー・トゥエンティワン

御供平佶 短歌推敲のポイント : よりよい歌を求めて 国民文学叢書 ; 第539篇 本阿弥書店
江戸歴史研究会 江戸のひみつ : 町と暮らしがわかる本　江戸っ子の生活超入門 メイツ出版
荒山正彦 近代日本の旅行案内書図録 創元社
高山一実 トラペジウム KADOKAWA
佐野弘好 基礎地質学ノート 古今書院
細谷知司 自分らしく幸せに生きるための100の言葉 シャスタインターナショナル

三浦しをん 愛なき世界 中央公論新社

三崎律日 奇書の世界史 : 歴史を動かす"ヤバい書物"の物語 KADOKAWA
三宅陽一郎 人工知能のための哲学塾 ビー・エヌ・エヌ新社

三宅陽一郎 人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇 ビー・エヌ・エヌ新社

山岡信貴 ハマる縄文!? : PHOTO BOOK 徳間書店
山野則子 学校プラットフォーム : 教育・福祉、そして地域の協働で子どもの貧困に立ち向かう 有斐閣
市川伸一 勉強法の科学 : 心理学から学習を探る  岩波科学ライブラリー ; 211 岩波書店
室町英治 酸化物の無機化学 : 結晶構造と相平衡  物質・材料テキストシリーズ 内田老鶴圃
芝崎みゆき 古代エジプトうんちく図鑑 バジリコ
小川正人 アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書 新版 フォレスト出版

小川忠博 縄文美術館 新版 平凡社
松岡圭祐 出身成分 KADOKAWA
松月清郎 真珠の博物誌 研成社
松本道弘 同時通訳 角川学芸ブックス 角川学芸出版
角川グループパブリッシング

沼居貴陽 固体物性の基礎 共立出版
上田隆宣 レオロジー測定の実務とデータの活かし方 : 図解でわかる 日刊工業新聞社

深水黎一郎 最後のトリック 河出文庫 ; ふ10-1 河出書房新社

真銅正宏 匂いと香りの文学誌　春陽堂ライブラリー 春陽堂書店
神樹兵輔 図解眠れなくなるほど面白い経済の話 日本文芸社
神谷勝則 基本が身につくテニス練習メニュー200 池田書店
清水建二, すずきひろし 英単語の語源図鑑 (辞書より面白くて役に立つ) 続 かんき出版



著者(編者)名 書名 出版者
西川有司 岩石の科学  B&Tブックス. おもしろサイエンス 日刊工業新聞社

西川有司 地層の科学  B&Tブックス. おもしろサイエンス 日刊工業新聞社

泉房穂 子どものまちのつくり方 : 明石市の挑戦 明石書店
前田まゆみ 幸せの鍵が見つかる世界の美しいことば : Inspirational Sayings 創元社
滝澤ななみ スッキリわかる日商簿記2級商業簿記 第11版 スッキリわかるシリーズ TAC株式会社出版事業部

滝澤ななみ スッキリわかる日商簿記3級 第10版 スッキリわかるシリーズ TAC株式会社出版事業部

池上彰 知らないと損する池上彰のお金の学校 新版 朝日新書 ; 734 朝日新聞出版

中山七里 死にゆく者の祈り 新潮社
中田敦彦 中田式ウルトラ・メンタル教本 : 好きに生きるための「やらないこと」リスト41 徳間書店
朝井リョウ どうしても生きてる 幻冬舎
天沢退二郎 聖杯の探索 : 作者不詳・中世フランス語散文物語 人文書院
田上孝一 本当にわかる倫理学 : フシギなくらい見えてくる! 日本実業出版社

田中拓也, 永田一八 iPhoneアプリ厳選BESTセレクション 今すぐ使えるかんたんEx 技術評論社
渡辺保 戦後歌舞伎の精神史 講談社
土橋登志久 テニス基本と戦術 パーフェクトレッスンブック 実業之日本社

日本短歌総研 短歌用語辞典 増補新版 飯塚書店
日本地質学会 はじめての地質学 : 日本の地層と岩石を調べる ベレ出版
樋口裕一 バカに見られないための日本語トレーニング 草思社
服部哲也 理工系の確率・統計入門 増補版 学術図書出版社

福嶋紀仁 プログラミングを知らないビジネスパーソンのためのプログラミング講座 : あなたが10年後に生き残っているために CCCメディアハウス

平藤喜久子 いきもので読む、日本の神話 : 身近な動物から異形のものまで集う世界  TOYOKAN BOOKS 東洋館出版社

米田 雄介 すぐわかる正倉院の美術 : 見方と歴史 改訂版 東京美術
穂村弘 水中翼船炎上中 講談社
穂村弘 短歌ください 君の抜け殻篇 KADOKAWA
穂村弘 短歌ください 双子でも片方は泣く夜もある篇 KADOKAWA
暮しの手帖編集部 戦争中の暮しの記録 : 保存版 暮しの手帖社

本田桂子 その死に方は、迷惑です : 遺言書と生前三点契約書  集英社新書 集英社
麻生一枝 科学でわかる男と女の心と脳 : 男はなぜ若い子が好きか?女はなぜ金持ちが好きか?  サイエンス・アイ新書 ; SIS-157 ソフトバンククリエイティブ

門井慶喜 定価のない本 東京創元社
有栖川有栖 狩人の悪夢 KADOKAWA
鈴木祐 最高の体調. : 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み出した : 進化医学のアプローチで、最高のコンディションに導く クロスメディア・パブリッシング

譽田亜紀子 知られざる縄文ライフ : え?貝塚ってゴミ捨て場じゃなかったんですか!? : 土偶だけじゃない! 誠文堂新光社

髙村薫 我らが少女A 毎日新聞出版

自衛隊防災BOOK　2 マガジンハウス


