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　表やグラフの作り方
調べるまとめる発表する調べ学習パーフェクト
ガイド  上手に情報を得るヒントがたくさん

稲葉 茂勝／著
新日本出版
社

2021.2 C375/ｲﾅ/ 0015420037

データの達人 表とグラフを使いこなせ! 1  くら
べてみよう!数や量　※４巻まであります。

今野 紀雄／監
修

ポプラ社 2020.4 C417/ｺﾝ/1 0014670368

表・グラフの読み方・つくり方  データを正しく活
用しよう!

渡辺 美智子／
監修

PHP研究所 2021.4 C417/ﾜﾀ/ 0016005712

ポスターで伝えよう見るコツつくるコツ 1  ポス
ターを読もう　※３巻まであります。

冨樫 忠浩／監
修

汐文社 2021.12 C727/ﾄｶ/1 0015465826

国語で使える!グラフや表を用いて書こう
青山 由紀／監
修

あかね書房 2021.1 C810/ｱｵ/ 0015413297

経営コンサルタントの一生使えるExcelグラフ術 藤岡 壮志／著 秀和システム 2018.9 336.1/ﾌｼ18/ 0014515977

伝わる<図・グラフ・表>のデザインテクニック 北田 荘平／共著
エムディエヌコー
ポレーション 2020.7 336.55/ｷﾀ20/ 0015319486

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 	2021.12 336.55/ﾓﾘ21/ 0015986870

　岡山県の統計

岡山県統計年報 令和2年
岡山県総合政策局
統計分析課／編

岡山県総合政策
局統計分析課 2022.3 KL350/2/2020B 0016051294

岡山県市町村ハンドブック　令和3年版
	岡山県県民生活
部市町村課／編

岡山県市町
村振興協会

2021.6 K350/28/2021B 0015840580

101の指標からみた岡山県 令和4(2022)年版
岡山県総合政策局
統計分析課／編集

岡山県総合政策
局統計分析課 2022.3 K350/29/2022B 0016051708

　日本の統計
日本と世界のランキング大事典  今と昔をくら
べよう

ワード／編 くもん出版 2019.10 C031/ﾜﾄ/ 0014637276

統計から読み解く色分け日本地図  日本のこと
が楽しくわかる!

重永 瞬／著 彩図社 2022.2 291/ｼｹ22/ 0016017931

日本の構造  50の統計データで読む国のかた
ち

橘木 俊詔／著 講談社 2021.3 302.1/ﾀﾁ21/ 0015762321

日本を彩る47都道府県と統計のはなし
日本統計協会
／編集

日本統計協会 2019.2 351/ﾆﾎ19/ 0014853105

統計から読み解く47都道府県ランキング 消費・
子供・スポーツ編

久保 哲朗／著 日東書院本社 2020.7 361.91/ｸﾎ20/ 0015340821

全47都道府県幸福度ランキング　2020年版
寺島 実郎／監
修

東洋経済新
報社

2020.9
361.91/ﾃﾗ
14/2020

0015684046

今がわかる時代がわかる日本地図　2023年版
成美堂出版編
集部／編集

成美堂出版 	2023.1
L291.038/ﾏｻ
03/2023

0016442287

※　リストはテーマに関連する本の一部です。請求記号が「C」で始まる本は児童図書です。
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　世界の統計

統計から見えてくる世界のミライ 井田 仁康／監修 学研プラス 2020.2 	C350/ｲﾀ/ 0014661284

絵で見る統計　世界の国ぐに
ミレイア・トリウ
ス／文

あすなろ書房 2021.1 C350/ﾄﾘ/ 0015413156

データが読めると世界はこんなにおもしろい
データブック オブ・ザ・ワールド入門

データブック入門
編集委員会／編

二宮書店 2020.1 350.9/ﾃﾀ20/ 0015141260

統計分布を知れば世界が分かる　	身長・体重
から格差問題まで

	松下 貢／著
中央公論新
社

2019.10 417.6/ﾏﾂ19/ 0015056955

今がわかる時代がわかる世界地図　2023年版
成美堂出版編
集部／編集

成美堂出版 	2023.1
L290.38/ﾏｻ
03/2023

0016442295

統計学

統計学をめぐる散歩道  ツキは続く?続かない?
石黒 真木夫／
著

岩波書店 2020.2 C417/ｲｼ/ 0014662753

統計ってなんの役に立つの?  数・表・グラフを
自在に使ってビッグデータ時代を生き抜く

涌井 良幸／著
誠文堂新光
社

2018.5 C417/ﾜｸ/ 0014260426

こども統計学  なぜ統計学が必要なのかがわ
かる本

渡辺 美智子／
監修

カンゼン 2020.12 C417/ﾜﾀ/ 0015390131

レジの行列が早く進むのは、どっち!?  はじめて
の統計学

サトウ マイ／著 総合法令出版 2021.2 417/ｻﾄ21/ 0015742778

統計  確率,ベイズ統計,数理モデルまで,すべて
がわかる

ニュートンプ
レス

2022.12 417/ﾄｳ22/ 0016417503

もうダメかも  死ぬ確率の統計学
マイケル・ブラ
ストランド／[著]

みすず書房 2020.4 417/ﾌﾗ20/ 0015211832

すごい統計学  グラフとクイズで見えなかった
世界が見えてくる

本丸 諒／著 飛鳥新社 2022.5 417/ﾎﾝ22/ 0015494883

それはあくまで偶然です  運と迷信の統計学
ジェフリー・S.ロー
ゼンタール／著

早川書房 2021.1 417/ﾛｾ21/ 0015726243

文系のための統計学の教室  仕事と人生に役
立つ実学教養

涌井 良幸／著
SBクリエイ
ティブ

2020.8 417/ﾜｸ20/ 0015564644

　データリテラシー
その情報はどこから?  ネット時代の情報選別
力

猪谷 千香／著 筑摩書房 2019.2 C070/ｲｶ/ 0014589840

グラフのウソを見破る技術
アルベルト・カイ
ロ／著

ダイヤモンド社 2020.4 350.1/ｶｲ20/ 0015321649

統計データの落とし穴　  その数字は真実を語
るのか?

ピーター・シュラ
イバー／著

ニュートンプ
レス

2021.8 350.1/ｼﾕ21/ 0015712292

データから真実を読み解くスキル
松本 健太郎／
著

日経BP 2021.2 350.1/ﾏﾂ21/ 0015735723

よくわかるデータリテラシー  データサイエンス
の基本

阿部 圭一／著 近代科学社 2021.6 417/ｱﾍ21/ 0015866452

ランキングのカラクリ 谷岡 一郎／著 自由国民社 2019.4 417/ﾀﾆ19/ 0014910475

ニュースの数字をどう読むか  統計にだまされ
ないための22章

トム・チヴァース
／著

筑摩書房 2022.2 417/ﾁﾊ22/ 0016031130

エピソードで学ぶ統計リテラシー  高校から大
学、社会へとつながるデータサイエンス入門

山田 剛史／編
著

北大路書房 2022.11 417/ﾔﾏ22/ 0016415523

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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