平成30年度射水図書館ブックハンティング図書リスト
タイトル
ミライのつくり方2020-2045 : 僕がVRに賭ける

著者名等

出版社

請求記号

1 わけ

GOROman

星海社

007.3||G68||Mi

2 教養としてのプログラミング講座

清水 亮

中央公論新社

007.64||Sh49||Ky

3 アルカイダから古文書を守った図書館員

Hammer Joshua

紀伊國屋書店

018.09||H26||Ar

4 大学生のためのレポート・論文術

小笠原 喜康

講談社

080||Ko19||2498

5 人の本音が一瞬でわかる本

内藤 誼人

三笠書房

080||O73||B6210

6 心中探偵 : 蜜約または闇夜の解釈

森 晶麿

幻冬舎

081||G34||M19=1

7 台湾の若者を知りたい

水野 俊平

岩波書店

081||Iw||J=873

8 アメリカの20世紀 上

有賀 夏紀

中央公論新社

081||T99||1664

9 アメリカの20世紀 下

有賀 夏紀

中央公論新社

081||T99||1665

10 スマホが起こす「自分病」って何?

和田 秀樹

新講社

114.2||W12||Su

11 VRは脳をどう変えるか? : 仮想現実の心理学

Bailenson Jeremy

文藝春秋

141.51||B14||Vr

Testosterone

文響社

159||Te84||Ch

Harari Yuval N.

河出書房新社

204||H32||Ho=1

14 下

Harari Yuval N.

河出書房新社

204||H32||Ho=2

15 極夜行

角幡 唯介

文藝春秋

297.8||Ka28||Ky

堀江 貴文

SBクリエイティブ

304||H87||Ju

17 学

宇野 重規

東京大学出版会

311||U77||Mi

18 キヨミズ准教授の法学入門

木村 草太

星海社

321||Ki39||Ki

19 ミクロ経済学の力 : micro economics

神取 道宏

日本評論社

331||Ka51||Mi

20 伝え方が9割

佐々木 圭一

ダイヤモンド社

361.454||Sa75||Ts=1

21 伝え方が9割 2

佐々木 圭一

ダイヤモンド社

361.454||Sa75||Ts=2

Bohnet Iris

NTT出版

366.38||B62||Wo

マガジンハウス

マガジンハウス

369.3||Ma29||Ji

24 しい不登校のやり方」

小幡 和輝

健康ジャーナル社 371.42||O12||Ga

25 ポアンカレ予想

結城 浩

SBクリエイティブ

410.4||Y97||Po

Moore Charles

NHK出版

519.4||Mo39||Pl

27 チャルリアリティの凄い世界

伊藤 裕二

ダイヤモンド・ビジ
548||I89||Vr
ネス企画

28 作って学べるUnityVRアプリ開発入門

大嶋 剛直

技術評論社

超筋トレが最強のソリューションである : 筋肉が

12 人生を変える超科学的な理由

ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来

13 上

ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来

10年後の仕事図鑑 : 新たに始まる世界で、君

16 はどう生きるか

未来をはじめる : 「人と一緒にいること」の政治

Work design : 行動経済学でジェンダー格差を

22 克服する

自衛隊防災Book : 自衛隊Official life hack

23 channel/ マガジンハウス編集

学校は行かなくてもいい : 親子で読みたい「正

プラスチックスープの海 : 北太平洋巨大ごみベ

26 ルトは警告する

VRインパクト : 知らないではすまされないバー

548||O77||Ts

タイトル
おかわり最愛台湾ごはん : 春菜的台湾好吃案

29 内

30 ナショジオと考える地球と食の未来
31 何度も読みたい広告コピー

著者名等
池澤 春菜

出版社
KADOKAWA

請求記号
596.22||I35||Sa=2

日経ナショナルジオグラ 日経ナショナルジ
611.3||N73
フィック社
オグラフィック社
パイインターナショ
パイインターナショナル
674||P15||Na
ナル

32 江戸の女装と男装

渡邉 晃

青幻舎

33 バドミントンの戦い方

藤本 ホセマリ

ベースボール・マガ
783.59||F62||Ba
ジン社

34 レーニング

小島 一夫

メイツ出版

35 佐藤翔治のバドミントン世界最高の基本技術

佐藤 翔治

ベースボール・マガ
783.59||Sa85||Sa
ジン社

勝利をつかむ!バドミントン : 最強のメンタルト

721.8||W46||Ed

783.59||Ko39||Ba

36 英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える 清水 建二

かんき出版

834||Sh49||Ei

37 僕が恋したカフカな彼女

森 晶麿

KADOKAWA

908||F61||Mo=1=2=1

38 ラプラスの魔女

東野 圭吾

KADOKAWA

908||K11||Hi1610

39 社会人大学人見知り学部卒業見込

若林 正恭

KADOKAWA

908||K11||W13-1

40 ジー

はやみね かおる

講談社

908||K81||Fu-C-02

41 彼女は一人で歩くのか ?

森 博嗣

講談社

908||K81||Mo=A=01

42 紐結びの魔道師

乾石 智子

東京創元社

908||So27||I2=5

43 Cotton100%

Akira

現代書林

913.6||A36||Co

44 時間のおとしもの

入間 人間

アスキー・メディア
913.6||I66||Ji
ワークス

45 この嘘がばれないうちに

川口 俊和

サンマーク出版

913.6||Ka92||Ko=2

46 思い出が消えないうちに

川口 俊和

サンマーク出版

913.6||Ka92||Ko=3

47 愛なき世界

三浦 しをん

中央公論新社

913.6||Mi67||Ai

48 地球星人

村田 沙耶香

新潮社

913.6||Mu59||Ch

49 ヒポクラテスの憂鬱

中山 七里

祥伝社

913.6||N45||Hi

50 さよなら、田中さん

鈴木 るりか

小学館

913.6||Su96||Sa

51 ボーイミーツガールの極端なもの

山崎 ナオコーラ

イースト・プレス

913.6||Y48||Bo

52 夏の庭 : The friends

湯本 香樹実

徳間書店

913.6||Y97||Na

53 となりの脳世界

村田 沙耶香

朝日新聞出版

914.6||Mu59||To

54 台湾生まれ日本語育ち

温 又柔

白水社

914.6||O65||Ta

55 アウシュヴィッツの歯科医

ベンジャミン・ジェイコブ 紀伊國屋書店
ス
ヴィクトール・E・フランク みすず書房
ル
タンクレード・ヴォワチュ
早川書房
リエ

謎の館へようこそ : 新本格30周年記念アンソロ

56 夜と霧
57 貧困の発明 : 経済学者の哀れな生活

936||J12||Au
946||F44||Yo
953.7||V87||Hi

