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<ブックレット> <哲学> <技術>

359.3 佐藤学編 沖縄の基地の間違ったうわさ 岩波書店 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 518.8 本田弘之 街の公共サインを点検する 大修館書店

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 545.4 I.ウージェル 魅惑のアンティーク照明 西村書店

<新書>

104 吉田夏彦 なぜと問うのはなぜだろう 筑摩書房 <歴史> <芸術>

209.3 池上英洋 ヨーロッパ文明の起源 筑摩書房 209.6 マルゲリータ・ジャコーザ 世界の特別な1日 日経ナショナルジオグラフィック社 721.8 松井英男 浮世絵の見方 誠文堂新光社

334.4 スベンドリニ・カクチ 私、日本に住んでいます 岩波書店 288.9 苅安望 世界の国旗図鑑  改訂版 偕成社 726.1 篠原ウミハル 図書館の主 芳文社

610.1 生源寺眞一編 農学が世界を救う! 岩波書店 290 トラビス・エルボラフ 世界の果てのありえない場所 日経ナショナルジオグラフィック社 726.1 篠原ウミハル 図書館の主 芳文社

290.9 小口良平 スマイル! 河出書房新社 726.1 篠原ウミハル 図書館の主 芳文社

<文庫> 726.6 菊田まりこえ・ぶん ゆきの日 白泉社

B210 パオロ・マッツァリーノ 誰も調べなかった日本文化史 筑摩書房 754.9 あおきいくこ 広告チラシでつくる世界の飾り小物 PHP研究所

B210 網野善彦 歴史を考えるヒント 新潮社 312.3 クレイグ・オリヴァー ブレグジット秘録 光文社 754.9 堀込好子 一年中楽しめるおりがみ壁飾り 日本ヴォーグ社

B498.5 佐藤剛史 すごい弁当力! PHP研究所 329.6 平塚柾緒 図説東京裁判  新装版 河出書房新社 780.7 岡田隆 正しい筋肉学 SBクリエイティブ

B913.6 皆藤黒助 ようするに、怪異ではない。 KADOKAWA 350.1 景山三平 あなたのまわりのデータの不思議 実教出版 780.7 佐久間和彦監修 スポーツトレーニングの基本と新理論 マイナビ出版

B913.6 京極夏彦 数えずの井戸 中央公論新社 366.29 戸田恭子 書店・図書館で働く人たち ぺりかん社 780.7 有吉与志恵 正しい体幹トレーニング 実業之日本社

B913.6 森谷明子 花野に眠る 東京創元社 376.4 友枝敏雄編 リスク社会を生きる若者たち 大阪大学出版会

B913.6 森谷明子 れんげ野原のまんなかで 東京創元社 391.6 蓮池透 拉致と日本人 岩波書店 <言語>

B913.6 仁科裕貴 座敷童子の代理人 KADOKAWA 801.7 イーオン 世界をもてなす語学ボランティア入門 朝日出版社

B913.6 瀬王みかる 卯ノ花さんちのおいしい食卓 集英社 814 齋藤孝 大人の語彙力ノート SBクリエイティブ

B913.6 青柳碧人 泣くなブタカン! 新潮社 407 尾嶋好美 「食べられる」科学実験セレクション SBクリエイティブ

B913.6 青柳碧人 恋よりブタカン! 新潮社 410.7 ハンス・ファン・ディトマーシュ 100人の囚人と1個の電球 日本評論社 <文学>

B913.6 相川真 明治横浜れとろ奇譚 集英社 429.6 多田将 すごい実験 イースト・プレス 910.26 岡田麿里 学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで 文藝春秋

B913.6 竹内真 図書室のキリギリス 双葉社 453 鎌田浩毅 日本の地下で何が起きているのか 岩波書店 911.3 又吉直樹 芸人と俳人 集英社

B913.6 藤岡陽子 晴れたらいいね 光文社 455 日本地質学会編 はじめての地質学 ベレ出版 913.6 辻村深月 かがみの孤城 ポプラ社

B913.6 武田綾乃 響け!ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、波乱の第二楽章（全2冊） 宝島社 460.7 さとうかよこ 標本BOOK 日東書院本社 913.6 虻川枕 パドルの子 ポプラ社

B933.7 レイチェル・ウェルズ 通い猫アルフィーの奇跡 ハーパーコリンズ・ジャパン 469 日本人類学会教育普及委員会監修 つい誰かに教えたくなる人類学63の大疑問 講談社 913.6 名取佐和子 江の島ねこもり食堂 ポプラ社

491.5 齋藤勝裕 身近に迫る危険物 SBクリエイティブ 933.7 アン・M.マーティン作 レイン 小峰書店

<総記> 491.8 岡田晴恵監修 からだの免疫キャラクター図鑑 日本図書センター 953.7 アリス・フェルネ 本を読むひと 新潮社

007.1 児玉哲彦 人工知能は私たちを滅ぼすのか ダイヤモンド社 493.7 夏苅郁子 人は、人を浴びて人になる ライフサイエンス出版 963 イバン・レピラ 深い穴に落ちてしまった 東京創元社

007.1 辻井潤一監修 トコトンやさしい人工知能の本 日刊工業新聞社 493.8 岡田晴恵監修 感染症キャラクター図鑑 日本図書センター

007.3 みやもとくにお この一冊で全部わかるセキュリティの基本 SBクリエイティブ 494.8 村松重典 やってはいけない肌のケア KADOKAWA <絵本>

007.6 小林恭平 この一冊で全部わかるWeb技術の基本 SBクリエイティブ 495 関川香織 JC女子力向上BOOK 秀和システム E 舟崎克彦文 かぐやひめ 小学館

007.6 田中拓也 たった1秒の最強スキルパソコン仕事が10倍速くなる80の方法 SBクリエイティブ 496.3 NHK「チョイス@病気になったとき」番組制作班編 実例でよくわかる!目の病気 主婦と生活社 E トーベン・クールマン作 リンドバーグ ブロンズ新社

031.5 クレイグ・グレンディ編 ギネス世界記録 角川アスキー総合研究所 496.4 田村知則 「よく見える」の落とし穴 講談社

070 三浦準司 人間はだまされる 理論社 496.4 坪井隆 眼鏡・コンタクトレンズの選び方 幻冬舎メディアコンサルティング

497 野村洋文 たいへん申し上げにくいのですが…雑学だらけの歯科エッセイ 秀和システム

497.9 照山裕子 毒出しうがい アスコム

497.9 西原郁子 歯医者に行きたくない人のための自分でできるデンタルケア アスコム

498.5 服部幸應監修 食育の本  新版 オーガニックヴィレッジジャパン

　新着図書リスト（1１月分）　　　　
　11月は85冊の図書を受け入れました。

<社会科学>

<自然科学>


