
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
詳解ディープラーニング : TensorFlow/Keras・PyTorchに

よる時系列データ処理 第2版
巣籠悠輔著 マイナビ出版 007.13||Su 220002844

2
コンピュータビジョン : 広がる要素技術と応用 (未来へつ

なぐデジタルシリーズ:37. Connection to the future with

digital series)

米谷竜, 斎藤英雄編著/池畑

諭 [ほか] 著
共立出版 007.637||Ko 220002941

3
Python2年生スクレイピングのしくみ : 体験してわかる!会

話でまなべる! (2年生)
森巧尚著 翔泳社 007.64||Mo 220002942

4
Python2年生データ分析のしくみ : 体験してわかる!会話でまな
べる! (2年生)

森巧尚著 翔泳社 007.64||Mo 220002943

5 自己肯定感を上げるOUTPUT読書術 アバタロー[著]

クロスメディア・パブ
リッシング/インプレ
ス(発売)

019.12||Ab 220002847

6 絶景本棚 2 本の雑誌編集部編 本の雑誌社 024.9||Ze||2 220002840

7
思考の技術 : エコロジー的発想のすすめ : 新装版 (中公新書ラ
クレ:696)

立花隆著 中央公論新社 080||Ch||696 220002949

8 ストレスを操るメンタル強化術 (角川文庫:め2-1) DaiGo [著] KADOKAWA 141.8||Da 220002908

9
「繊細さん」の幸せリスト : 今日も明日も「いいこと」がみ
つかる

武田友紀著 ダイヤモンド社 141.94||Ta 220002890

10
10代のための疲れた心がラクになる本 : 「敏感すぎる」「傷
つきやすい」自分を好きになる方法

長沼睦雄著 誠文堂新光社 146.8||Na 220002891

11
自己肯定感の教科書 : 何があっても「大丈夫。」と思えるよ
うになる

中島輝著 SBクリエイティブ 146.8||Na 220002927

12 敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法 根本裕幸著 あさ出版 146.8||Ne 220002926

13
「繊細さん」の知恵袋 : 仕事、人間関係の悩みがスーッと軽
くなる!

武田友紀著 マガジンハウス 146.8||Ta 220002960

14 その生きづらさ、「かくれ繊細さん」かもしれません 時田ひさ子著 フォレスト出版 146.8||To 220002892

15
あなたの知らないあなたの強み : 宇宙兄弟とFFS理論が教えて
くれる

古野俊幸著
日経BP/日経BPマーケ
ティング (発売)

159.4||Fu 220002860

16 Simple rules : 「仕事が速い人」はここまでシンプルに考える
ドナルド・サル, キャスリー
ン・アイゼンハート著/戸塚隆

三笠書房 159.4||Su 220002909

17 誰にも愛されなくても、私が私を好きならそれでいい @ichiban_bijin著 KADOKAWA 159.6||Ic 220002928

18 ブルシット・ジョブ : クソどうでもいい仕事の理論
デヴィッド・グレーバー [著]/

酒井隆史, 芳賀達彦, 森田和樹
岩波書店 366||Gr 220002845

19
認知症社会の希望はいかにひらかれるのか : ケア実践と本人
の声をめぐる社会学的探求

井口高志著 晃洋書房 369.26||Ig 220002839

20 介護・看護サービス統計データ集 2021-2022 三冬社編集制作部編集・制作 三冬社 369.26||Ka||2021-22 220002843

21
看護・介護を助ける姿勢と動作 : イラストで学ぶボディメカ
ニクス

小川鑛一著 東京電機大学出版局 492.91||Og 220002875

22
再生可能エネルギーのリスクとガバナンス : 社会を持続して
いくための実践

丸山康司, 西城戸誠, 本巣芽美
編著

ミネルヴァ書房 501.6||Sa 220002904

23 築土構木の思想 : 土木で日本を建てなおす (犀の教室) 藤井聡著 晶文社 510.921||Fu 220002846

24
映画制作の教科書プロが教える60のコツ : 企画・撮影・編
集・上映 (コツがわかる本)

衣笠竜屯監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

778.4||Ki 220002957

25 ゲームエンジンアーキテクチャ 第3版
ジェイソン・グレゴリー著/大
貫宏美訳, 田中幸訳

ボーンデジタル 798.5||Gr 220002924

26 人を操る禁断の文章術 (メンタリズム) DaiGo著 かんき出版 816||Da 220002907

27 太宰治研究 16 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||16 220002921

28 太宰治研究 18 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||18 220002922

29 太宰治研究 19 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||19 220002923

30 太宰治研究 2 山内祥史編 和泉書院 910.263||Da||2 220002920

31 海蛇と珊瑚 : 歌集 藪内亮輔著
角川文化振興財団
/KADOKAWA(発売)

911.168||Ya 220002950

32 インフルエンス 近藤史恵著 文藝春秋 913.6||Ko 220002841

33 この気持ちもいつか忘れる 住野よる著 新潮社 913.6||Su 220002848

34 すべての瞬間が君だった : きらきら輝いていた僕たちの時間 ハテワン著/呉永雅訳 マガジンハウス 929.14||Ha 220002961
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