
 

 

電子書籍に、こんな本あります！（入門編①） 

ＡＩ ｖｓ． 教科書が読めない子どもたち 

著者: 新井紀子  

出版社: 東洋経済新報社 

出版年月: 2018/02 

ISBN: 9784492762394 

NDC: 007.1 

本には読む順番がある 

「最初の 1 冊」から「仕上げの 1 冊」

まで 

著者: 齋藤孝  

出版社: クロスメディア・パブリッシ

ング 

出版年月: 2020/12 

ISBN: 9784295404798 

NDC: 019  

暮らしの図鑑 色の楽しみ 

衣食住の配色アイデア×基礎知識

×覚えておきたい 240 色 

著者: 暮らしの図鑑編集部【編】  

出版社: 翔泳社 

出版年月: 2020/11 

ISBN: 9784798165158 

NDC: 590 

建築用語図鑑 西洋篇 

著者 : 杉本龍彦  長沖充  蕪木孝典 

伊藤茉莉子 片岡菜苗子 中山繁信

【著】 越井隆【イラスト】  

出版社: オーム社 

出版年月: 2020/09 

ISBN: 9784274225734 

NDC: 523 

心理学大図鑑 

著者: キャサリン・コーリン【著】 

小須田健【訳】 池田 健【用語監

修】 

出版社: 三省堂 

出版年月: 2013/02 

ISBN: 9784385162249 

NDC: 140 

LIFE SHIFT 100 年時代の人生戦略 

著者: リンダ・グラットン アンドリ

ュー・スコット  

出版社: 東洋経済新報社 

出版年月: 2016/11 

ISBN: 9784492533871 

NDC: 159 

人生を変えた共感力 

著者: 黒木勉  

出版社: クロスメディア・パブリッシ

ング 

出版年月: 2021/04 

ISBN: 9784295404859 

NDC: 673 

デジタル時代の実践スキル SNS 戦略 

顧客と共感を集める運用＆活用テク

ニック 

著者: 後藤真理恵  

出版社: 翔泳社 

出版年月: 2020/08 

ISBN: 9784798163963 

NDC: 675 

教養としての 世界史の学び方 

著者: 山下範久【編著】  

出版社: 東洋経済新報社 

出版年月: 2019/04 

ISBN: 9784492062111 

NDC: 209 

時代別京都を歩く 

歴史を彩った２４人の群像 

著者: 蔵田敏明  

出版社: 山と溪谷社 

出版年月: 2017/02 

ISBN: 9784635048262 

NDC: 291 

ジャパニメーションの成熟と喪失 

宮崎駿とその子どもたち 

著者: 杉田俊介  

出版社: 大月書店 

出版年月: 2021/08 

ISBN: 9784272612413 

NDC: 778 

藤井聡太全局集 

巻号: 平成 28・29 年度版 

著者: 書籍編集部【編】  

出版社: マイナビ出版 

出版年月: 2018/06 

ISBN: 9784839965235 

NDC: 796 

京阪神発 半日徒歩旅行 

著者: 佐藤徹也  

出版社: 山と溪谷社 

出版年月: 2021/11 

ISBN: 9784635510554 

NDC: 384.37 

センスは脳で磨かれる 

著者: 加藤俊徳  

出版社: クロスメディア・パブリッシ

ング 

出版年月: 2021/02 

ISBN: 9784295405092 

NDC: 336.04 

雑談力が伸びる英語の話し方 

著者: 齋藤孝 カン・アンドリュー・ハ

シモト  

出版社: アルク 

出版年月: 2021/04 

ISBN: 9784757436831 

eISBN: 9784757437388 

NDC: 837.8 

俗語百科事典 

著者: 米川明彦【著】  

出版社: 朝倉書店 

出版年月: 2021/07 

ISBN: 9784254510683 

NDC: 814.9 

iPS 細胞の研究室 体のしくみから研究の未来まで 

著者: 京都大学 iPS 細胞研究所 国際広

報室【編】志田あやか【著】  

出版社: 東京書籍 

出版年月: 2020/04 

ISBN: 9784487813001 

NDC: 491.11 

  

庭や街で愛でる野鳥の本 

著者: 大橋弘一  

出版社: 山と溪谷社 

出版年月: 2021/03 

ISBN: 9784635063074 

NDC: 488 

文豪きょうは何の日？ 

著者: 立東舎【編】  

出版社: リットーミュージック 

出版年月: 2021/06 

ISBN: 9784845636280 

NDC: 900 

正訳 紫式部日記 

本文対照 

著者: 中野幸一【訳】  

出版社: 勉誠出版 

出版年月: 2018/07 

ISBN: 9784585291671 

NDC: 915.35 



 

 

電子書籍に、こんな本あります！（入門編②） 

デジタルリテラシーのきほん 

著者: 土屋誠司  

出版社: 創元社 

出版年月: 2020/09 

ISBN: 9784422400525 

NDC: 007 

美味しいマイナー魚介図鑑 

著者: 藤原昌髙  

出版社: マイナビ出版 

出版年月: 2015/08 

ISBN: 9784839949419 

NDC: 596.3 

 

こども環境学 

著者: 朝岡幸彦【監修】  

出版社: 新星出版社 

出版年月: 2021/07 

ISBN: 9784405073388 

NDC: K519 

絵で見て学べる！ お金ってなんだろう？ 

著者: 泉美智子【監修】 ニシワキタダ

シ【絵】  

出版社: インプレス 

出版年月: 2021/02 

ISBN: 9784295010821 

eISBN: 9784295501343 

NDC: 590 

おやこで楽しむ講談入門 

著者: 宝井琴星【監修】 稲田和浩 小泉博明 宝井琴

柑【著】  

出版社: 彩流社 

出版年月: 2018/02 

ISBN: 9784779124099 

NDC: 779.12 

心配ないよ、だいじょうぶ 

子どもが不安を克服するためのガイド 

著者: ポピー・オニール【著】 渡辺滋

人【訳】  

出版社: 創元社 

出版年月: 2018/09 

ISBN: 9784422116860 

NDC: 146.82 

日本貨物鉄道地図鑑 

日本を運ぶ美しき車両たち 

著者: 木村雄一【著】 地理情報開

発【編】  

出版社: 平凡社 

出版年月: 2020/03 

ISBN: 9784582945973 

NDC: 686.6 

物理が楽しくなる！キャラ図鑑 

著者: 川村康文  

出版社: 新星出版社 

出版年月: 2020/10 

ISBN: 9784405073128 

NDC: 420.4 

日本史に学ぶ成功者たちの勉強法 

著者: 加来耕三  

出版社: クロスメディア・パブリッシ

ング 

出版年月: 2021/01 

ISBN: 9784295404873 

NDC: 210.04 

国旗のまちがいさがし 

著者: 苅安望【監修】  

出版社: クロスメディア・パブリッシン

グ 

出版年月: 2020/07 

ISBN: 9784295404125 

NDC: 288.9 

キャラ絵で学ぶ！ 仏教図鑑 

著者: 山折哲雄【監修】 いとうみ

つる【絵】 小松事務所【文】  

出版社: すばる舎 

出版年月: 2019/08 

ISBN: 9784799108390 

NDC: 180 

 

カクテルの図鑑  

著者 : Cocktail15 番地  斎藤都斗武 

佐藤淳【監修】  

出版社: マイナビ出版 

出版年月: 2013/09 

ISBN: 9784839946234 

法的思考のススメ 

大人になる君に知ってもらいたいこと 

著者: 尾島史賢  

出版社: 関西大学出版部 

出版年月: 2021/10 

ISBN: 9784873547398 

NDC: 320.4 

おとしどころの見つけ方 世界一やさしい交渉学入門 

著者: 松浦正浩  

出版社: クロスメディア・パブリッ

シング 

出版年月: 2018/12 

ISBN: 9784295402534 

 

こども『話し方入門』 

伝わる話し方 

著者: 齋藤孝  

出版社: 創元社 

出版年月: 2020/03 

ISBN: 9784422101286 

NDC: 809.2 

中学英語で読んでみる イラスト英英英単語 

著者: ジャパンタイムズ出版英語出版

編集部＆ロゴポート【編】  

出版社: ジャパンタイムズ出版 

出版年月: 2021/07 

ISBN: 9784789017893 

NDC: 834 

イラスト図解 鳥になるのはどんな感じ？ 

著者: David Allen Sibley【著】 川上和

人【監訳・解説】 嶋田香【訳】 出版

社: 羊土社 

出版年月: 2021/12 

ISBN: 9784758121156 

NDC: 488.1 

加藤先生のいきものふしぎ発見 

著者: 加藤英明  

出版社: 新星出版社 

出版年月: 2021/07 

ISBN: 9784405073326 

NDC: 480 

なぜ古典を勉強するのか 

近代を古典で読み解くために 

著者: 前田雅之  

出版社: 文学通信 

出版年月: 2018/06 

ISBN: 9784909658005 

NDC: 910.2 

世界一楽しい！万葉集キャラ図鑑 

著者: 岡本梨奈  

出版社: 新星出版社 

出版年月: 2019/11 

ISBN: 9784405012455 

NDC: 911.124 

 


