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◎4月　『図鑑』で始める！◎（2022.04.01）

書名

機械学習図鑑 : 見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み / 秋庭伸也, 杉山阿聖, 寺田
学著. -- 翔泳社, 2019.4.

大図鑑コードの秘密 : 世界に隠されたメッセージを読み解く / ポール・ルンダ編 ; 浜口稔訳. --
明石書店, 2021.3.

全国萌温泉図鑑 : 萌える湯けむりの娘たち : Onsen girls / 平成温泉萌研究会編・著. --
PHP研究所, 2010.1.

凹凸を楽しむ東京坂道図鑑 / 松本泰生著. -- 洋泉社, 2017.7.

ビジネスマナーの解剖図鑑 = The anatomical chart of business manner / 北條久美
子著. -- エクスナレッジ, 2016.4.

プレゼン資料のデザイン図鑑 / 前田鎌利著. -- ダイヤモンド社, 2019.3.

よけいなひと言を好かれるセリフに変える働く人のための言いかえ図鑑 / 大野萌子著. -- サン
マーク出版, 2021.9.

見やすい資料のデザイン図鑑 : シーンごとにマネして作るだけ! / 森重湧太著. -- インプレス,
2021.12.

関西人のあるある図鑑 : けったいな「こだわり」てんこもり! / 関西ルール研究会. -- PHP研究
所, 2012.6.

サラリーマン生態図鑑 / アコナイトレコード[編]. -- 大和書房, 2011.12.

10年後の仕事図鑑 : 新たに始まる世界で、君はどう生きるか / 堀江貴文, 落合陽一著. -- SB
クリエイティブ, 2018.4.

イラストで学ぶスタディスキル図鑑 : 自ら学習する力をつける / キャロル・ヴォーダマンほか著 ;
山崎正浩訳. -- 創元社, 2017.7.

絵師で彩る世界の民族衣装図鑑 / えんぴつ倶楽部編. -- サイドランチ, 2013.4.

数学パズル大図鑑 / 小谷善行監修. -- ニュートンプレス, 2020.11. -- (Newton大図鑑シ
リーズ).

解析学図鑑 : 微分・積分から微分方程式・数値解析まで / 蔵本貴文著. -- オーム社, 2021.6.

物理学図鑑 / 福江純, 福江翼, 福江慧著 ; Unsui Works+YTI制作. -- オーム社, 2021.12.

よくわかる元素キャラ図鑑 : 地球の材料を知ろう! / 左巻健男監修 ; いとうみつるイラスト. --
宝島社, 2015.10.

気象の図鑑 : 空と天気の不思議がわかる / 筆保弘徳監修・著 ; 岩槻秀明, 今井明子著. -- 技術
評論社, 2014.9. -- (まなびのずかん).

リアルサイズ古生物図鑑 : 古生物のサイズが実感できる! / 土屋健著 ; 新生代編. -- 技術評論
社, 2020.10.

世界薬用植物図鑑 : イギリス王立植物園キューガーデン版 / モニク・シモンズ, メラニー=ジェイ
ン・ハウズ, ジェイソン・アーヴィング著 ; 柴田譲治訳. -- 原書房, 2020.5.

世界の名建築解剖図鑑 / オーウェン・ホプキンス著 ; 小室沙織訳 ; : 新装版. -- エクスナレッジ,
2021.7.

建築模型アイデア図鑑 : 身近な材料でつくる83の方法 / 西日本工業大学石垣充研究室 [ほか]
編著. -- 学芸出版社, 2021.7.

元JAXA研究員も驚いた!ヤバい宇宙図鑑 / 谷岡憲隆著. -- 青春出版社, 2019.5.

電気の図鑑 / 理科教育研究会著. -- 技術評論社, 2013.8. -- (まなびのずかん).

料理の科学大図鑑 / スチュアート・ファリモンド著 ; 熊谷玲美, 渥美興子翻訳 ; ぷれす日本語版
編集. -- 河出書房新社, 2018.10.

世界「失敗」製品図鑑 : 「攻めた失敗」20例でわかる成功への近道 / 荒木博行著. -- 日経BP,
2021.10.

日本の文様解剖図鑑 / 筧菜奈子文・絵. -- エクスナレッジ, 2019.6.

歌舞伎の101演目解剖図鑑 / 辻和子絵と文. -- エクスナレッジ, 2020.4.

くらべてわかる英単語図鑑 / 牧野高吉著 ; 林ユミ絵. -- 主婦の友インフォス, 2021.7.

前置詞キャラ図鑑 : 核心のイメージがわかる! / 関正生著. -- 新星出版社, 2017.11.
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