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〈学習参考書〉 <総記> <芸術>

G811 漢検過去問題集1/準1級（2冊） 日本漢字能力検定協会 007 松岡正剛 謎床 晶文社 748 アクセント写真 のら猫拳 エムディエヌコーポレーション

G811 漢検過去問題集2級（2冊） 日本漢字能力検定協会 022.8 美篶堂 美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 河出書房新社 772.3 馬渕明子 舞台の上のジャポニスム NHK出版

G811 漢検過去問題集準2級（2冊） 日本漢字能力検定協会 031 自由国民社編集 現代用語の基礎知識 自由国民社 798 東京大学謎解き制作集団AnotherVision 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状 扶桑社

G811 漢検過去問題集3級（2冊） 日本漢字能力検定協会

G811 漢検過去問題集4級（2冊） 日本漢字能力検定協会 <哲学> <言語>

G811 漢検過去問題集5級（2冊） 日本漢字能力検定協会 141.6 名越康文監修 もうふりまわされない!怒り・イライラ 日本図書センター 802 吉岡乾 なくなりそうな世界のことば 創元社

G811 漢検過去問題集6級（2冊） 日本漢字能力検定協会 175.9 帝国書院編集部 地図でめぐる神社とお寺  2版 帝国書院 814 中村明 音の表現辞典 東京堂出版

G811 漢検過去問題集7級（2冊） 日本漢字能力検定協会 821.2 出口汪監修 マンガで読む!本当に泣ける漢字の本 水王舎

G811 漢検過去問題集8級（2冊） 日本漢字能力検定協会 <歴史>

210.1 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班編 NHK歴史秘話ヒストリア(全5冊） 金の星社 <文学>

<新書> 210.6 加藤直樹 九月、東京の路上で 金の星社 913.6 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班編 昔話法廷 金の星社

024.8 井上理津子 すごい古書店 変な図書館 祥伝社 913.6 彩坂美月 金木犀と彼女の時間 東京創元社

70.2 徳山喜雄 新聞の噓を見抜く 平凡社 913.6 汐見夏衛 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく スターツ出版

210.3 千田稔監修 なぜ、地形と地理がわかると古代史がこんなに面白くなるのか 洋泉社 304 文藝春秋オピニオン2018年の論点100 文藝春秋 913.6 村山早紀 百貨の魔法 ポプラ社

210.5 大石学監修 なぜ、地形と地理がわかると幕末史がこんなに面白くなるのか 洋泉社 311 木村草太 日本一やさしい「政治の教科書」できました。 朝日新聞出版 913.6 山田悠介 僕はロボットごしの君に恋をする 河出書房新社

210.5 大石学監修 なぜ、地形と地理がわかると江戸時代がこんなに面白くなるのか 洋泉社 323.1 境家史郎 憲法と世論 筑摩書房 913.6 佐藤まどか 一〇五度 あすなろ書房

337 山口揚平 新しい時代のお金の教科書 筑摩書房 330 岡野進 15歳から身につける経済リテラシー 朝日学生新聞社 913.6 奥田亜希子 リバース&リバース 新潮社

375.2 千葉聡 短歌は最強アイテム 岩波書店 336.4 阿部正浩編 5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術 有斐閣 913.6 梨屋アリエ 恋する熱気球 講談社

383.8 田中康弘 ニッポンの肉食 筑摩書房 366.29 朝日中高生新聞編集部編 大人になったらしたい仕事 朝日学生新聞社 913.6 篠田真由美 緑金書房午睡譚 講談社

492.9 上原善広 聖路加病院訪問看護科 新潮社 368.2 稲葉剛 貧困の現場から社会を変える 堀之内出版 914.6 松岡正剛 擬 春秋社

672.2 川端基夫 消費大陸アジア 筑摩書房 369 西尾敦史 横浜発助けあいの心がつむぐまちづくり ミネルヴァ書房 914.6 森見登美彦 太陽と乙女 新潮社

780.1 内田暁 勝てる脳、負ける脳 集英社 369.2 武地一 ようこそ、認知症カフェへ ミネルヴァ書房 933.7 キャサリン・ランデル作 オオカミを森へ 小峰書店

782.5 室伏広治 ゾーンの入り方 集英社 377.2 上阪徹 あの明治大学が、なぜ女子高生が選ぶNo.1大学になったのか? 東洋経済新報社 933.7 キャット・クラーク パンツ・プロジェクト あすなろ書房

814 飯間浩明 小説の言葉尻をとらえてみた 光文社 377.9 東洋経済新報社編 就職四季報女子版 東洋経済新報社

378 佐藤美紗代 ヒロのちつじょ 太郎次郎社エディタス <絵本>

<文庫> E 黒井健作 12月24日  ギフト版 白泉社

B376.8 ジョン・ファーンドン オックスフォード&ケンブリッジ大学世界一「考えさせられる」入試問題 河出書房新社 E 加藤久仁生絵 つみきのいえ 白泉社

B913.6 大沼紀子 真夜中のパン屋さん（5巻・6巻） ポプラ社 403.6 国立天文台編 理科年表  机上版 丸善出版

B913.6 司馬遼太郎 国盗り物語  改版（1巻・2巻） ポプラ社 421.3 佐治晴夫 量子は、不確定性原理のゆりかごで、宇宙の夢をみる トランスビュー

B913.6 遠藤彩見 給食のおにいさん 新潮社 435.4 上平恒 水の不思議、水の奇跡 七つ森書館

B913.6 向井湘吾 お任せ!数学屋さん ポプラ社 441.1 高橋真理子 重力波発見! 新潮社

B913.6 河野裕 凶器は壊れた黒の叫び 新潮社 464.2 ジェームス・D.ワトソン 二重らせん 講談社

B913.6 武田綾乃 立華高校マーチングバンドへようこそ 宝島社 474 竹中裕行 ミドリムシの仲間がつくる地球環境と健康 成山堂書店

B913.6 青谷真未 君の噓と、やさしい死神 ポプラ社 491.3 櫻井武 睡眠の科学  改訂新版 講談社

B913.6 新海誠 小説秒速5センチメートル KADOKAWA 498.5 古沢広祐 食べるってどんなこと? 平凡社

B913.6 平岡陽明 イシマル書房編集部 角川春樹事務所 498.5 食材の科学 日経ナショナルジオグラフィック社

B913.6 柴田よしき 風味さんのカメラ日和 文藝春秋

B913.6 恩田陸 まひるの月を追いかけて 文藝春秋 <技術>

B913.6 中村航 小森谷くんが決めたこと 小学館 518.8 西村幸夫編 まちを読み解く 朝倉書店

B913.6 永嶋恵美 なぜ猫は旅をするのか? 双葉社 523 ジョン・ズコウスキー こんな建物だれがどうしてつくったの? 東京美術

B913.6 大澤めぐみ 6番線に春は来る。そして今日、君はいなくなる。 KADOKAWA 599 ヨシタケシンスケ ヨチヨチ父 赤ちゃんとママ社

B913.6 武田綾乃 立華高校マーチングバンドへようこそ 宝島社

B933.7 サキ サキ短編集  改版 新潮社 <産業>

B933.7 ロビン・スティーヴンス お嬢さま学校にはふさわしくない死体 原書房 645 金井真紀文と絵 はたらく動物と ころから

B933.7 ロビン・スティーヴンス 貴族屋敷の噓つきなお茶会 原書房 645.7 沖山峯保監修 やさしい猫の看取りかた 角川春樹事務所

　新着図書リスト（12月分）　　　　
12月は109冊の図書を受け入れました。

<社会科学>

<自然科学>


