
9-11月 企画展示資料
No 資料ID 請求記号 巻号 資料情報

1 11425103 007.6||LP13
プログラマーのためのコンピュータ入門 : 内部ではどう動いているか / Lepton著. -- オーム
社, 2020.

2 11430911 007.64||WH26
ゼロから学ぶPythonプログラミング : Google Colaboratoryでらくらく導入 / 渡辺宙志著. -
- 講談社, 2020.

3 11377857 049||CZ11 知識ゼロからのキリスト教絵画入門 / 池上英洋編著. -- 幻冬舎, 2012.
4 11377929 049||CZ11 知識ゼロからの源氏物語 / 鈴木日出男著. -- 幻冬舎, 2008.
5 11377995 049||CZ11 知識ゼロからの浮世絵入門 / 稲垣進一監修. -- 幻冬舎, 2011.

6 11400964 321||SS7
新・大学生が出会う法律問題 : アルバイトから犯罪・事故まで-役立つ基礎知識- / 信州大学
経法学部編. -- 創成社, 2016.

7 11429888 335.1||SK9
今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」 / 佐藤耕紀著. -- 同文舘出版, 2021. --
(Do books).

8 11433327 336.1||TH20
たった1人からはじめるイノベーション入門 : 何をどうすればいいのか、どうすれば動き出
すのか / 竹林一著. -- 日本実業出版社, 2022.

9 11431097 336.91||KA8 80分でマスター!ガチ速簿記入門 / 金川顕教著. -- 扶桑社, 2020.

10 11430938 361.16||HH19
その問題、やっぱり数理モデルが解決します : データ時代を生き抜くための数理モデル入門
/ 浜田宏著. -- ベレ出版, 2020.

11 11431238 367.1||GI9
イラストで学ぶジェンダーのはなし : みんなと自分を理解するためのガイドブック / アイリ
ス・ゴットリーブイラスト・文 ; 野中モモ訳. -- フィルムアート社, 2021.

12 11433585 371||HY5 絵で読む教育学入門 / 広岡義之著 ; 北村信明絵. -- ミネルヴァ書房, 2020.

13 11430975 007.63||UK26 ゼロからのOS自作入門 / 内田公太著. -- マイナビ出版, 2021. -- (Compass programming).

14 11423230 007.63||YK20 たった1日で即戦力になるExcelの教科書 / 吉田拳著. -- 増強完全版. -- 技術評論社, 2020.

15 11424493 374.3||TK4 データから考える教師の働き方入門 / 辻和洋, 町支大祐編著. -- 毎日新聞出版, 2019.

16 10481374 410||SN11 数の神秘編
数学の世界 : 知れば知るほど,数と数式のふしぎに魅了される ; 数の神秘編. -- ニュートンプ
レス, 2021. -- (Newtonライト : 理系脳をきたえる! ; 2.0)(Newtonムック).

17 10481459 410||SN11 教養編
数学の世界 : 34の基本をおさえて,数学を楽しもう ; 教養編. -- ニュートンプレス, 2021. --
(Newtonライト : 理系脳をきたえる! ; 2.0)(Newtonムック).

18 10397016 412||SN8
素数のきほん : 数学者たちを引きつける神秘の数!. -- ニュートンプレス, 2018. -- (Newton
ライト : 理系脳をきたえる!)(Newtonムック).

19 10481507 413.3||BS11
微分積分 : これならよくわかる!やさしい微積. -- ニュートンプレス, 2021. -- (Newtonライ
ト : 理系脳をきたえる! ; 3.0)(Newtonムック).

20 10480316 417||TN8
統計 : データがわかる数字に強くなる. -- ニュートンプレス, 2020. -- (Newtonライト : 理系
脳をきたえる! ; 2.0)(Newtonムック).

21 10481517 421.2||SS18
相対性理論 : ゼロからわかる相対性理論の入門書. -- ニュートンプレス, 2021. -- (Newton
ライト : 理系脳をきたえる! ; 3.0)(Newtonムック).

22 10481498 429.6||CM18
超ひも理論 : 宇宙はすべて「ひも」でできている. -- ニュートンプレス, 2021. -- (Newton
ライト : 理系脳をきたえる! ; 3.0)(Newtonムック).

23 10476169 430||SK23
3時間でわかる化学 : 中学・高校の化学がすぐにわかる!. -- ニュートンプレス, 2019. --
(Newtonライト : 理系脳をきたえる!)(Newtonムック).

24 10480479 440||UU14
宇宙:宇宙のすべてがよくわかる!. -- ニュートンプレス, 2020. -- (Newtonライト : 理系脳を
きたえる! ; 2.0)(Newtonムック).

25 10477424 451||KT7
気象 : 天気がわかる!雲が好きになる!. -- ニュートンプレス, 2020. -- (Newtonライト : 理系
脳をきたえる! ; 2.0)(Newtonムック).



26 10481251 492.1||JK19 健康診断編
人体 : 検査数値ですっきりわかる,病気のサインや健康状態 / 北村聖監修 ; 健康診断編. --
ニュートンプレス, 2021. -- (Newtonライト : 理系脳をきたえる! ; 2.0)(Newtonムック).

27 10481258 609||TK9
単位 : この一冊で知りたい単位は全部わかる. -- ニュートンプレス, 2021. -- (Newtonライ
ト : 理系脳をきたえる! ; 2.0)(Newtonムック).

28 11413656 707.9||FR1 アート鑑賞、超入門! : 7つの視点 / 藤田令伊著. -- 集英社, 2015. -- (集英社新書 ; 0771F).

29 11430846 335.15||BR23 60分でわかる!SDGs超入門 / バウンド著. -- 技術評論社, 2019.

30 11417369 B1||2087
「超」入門相対性理論 : アインシュタインは何を考えたのか / 福江純著. -- 講談社, 2019. --
(ブルーバックス ; B-2087).

31 11417726 B1||2090
はじめての量子化学 : 量子力学が解き明かす化学の仕組み / 平山令明著. -- 講談社, 2019. --
(ブルーバックス ; B-2090).

32 11419423 B1||2104
トポロジー入門 : 奇妙な図形のからくり / 都筑卓司著. -- 講談社, 2019. -- (ブルーバックス
; B-2104).

33 11432164 B1||2185
電子を見れば化学はわかる / 平山令明著. -- 新訂版. -- 講談社, 2021. -- (ブルーバックス ;
B-2185 . 暗記しないで化学入門).

34 11433768 C1||2684
中学英語「再」入門 : 日本語と比べて学ぶ14講 / 澤井康佑著. -- 中央公論新社, 2022. -- (中
公新書 ; 2684).

35 11416232 C9||315
高校生からのリーダーシップ入門 / 日向野幹也著. -- 筑摩書房, 2018. -- (ちくまプリマー新
書 ; 315).

36 11420286 C9||333 入門万葉集 / 上野誠著. -- 筑摩書房, 2019. -- (ちくまプリマー新書 ; 333).

37 11429511 C9||377
みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT / 遠藤まめた [著]. -- 筑摩書房, 2021. -- (ち
くまプリマー新書 ; 377).

38 11431088 C9||387 はじめての精神医学 / 村井俊哉著. -- 筑摩書房, 2021. -- (ちくまプリマー新書 ; 387).
39 11431896 C9||389 はじめての考古学 / 松木武彦著. -- 筑摩書房, 2021. -- (ちくまプリマー新書 ; 389).

40 11433821 C9||397
ようこそ、心理学部へ / 同志社大学心理学部編. -- 筑摩書房, 2022. -- (ちくまプリマー新書
; 397).

41 11429661 I11||935 はじめての哲学 / 藤田正勝著. -- 岩波書店, 2021. -- (岩波ジュニア新書 ; 935).

42 11432554 I11||945
ヨーロッパ史入門 : 原形から近代への胎動 / 池上俊一著. -- 岩波書店, 2021. -- (岩波ジュニ
ア新書 ; 945).

43 11433443 I11||946
ヨーロッパ史入門 : 市民革命から現代へ / 池上俊一著. -- 岩波書店, 2022. -- (岩波ジュニア
新書 ; 946).

44 11425483 I12||1842 美しい数学入門 / 伊藤由佳理著. -- 岩波書店, 2020. -- (岩波新書 ; 新赤版 1842).
45 11433788 K10||2653 現代思想入門 / 千葉雅也著. -- 講談社, 2022. -- (講談社現代新書 ; 2653).

46 11434482 K10||2663
ゼロからわかる量子コンピュータ / 小林雅一著. -- 講談社, 2022. -- (講談社現代新書 ;
2663).


