
分類 著者 書名 出版社 分類 著者 書名 出版社 分類 著者 書名 出版社

<新書> <歴史> <産業>

021.2 宮武久佳 正しいコピペのすすめ 岩波書店 209 池田嘉郎編 名著で読む世界史120 山川出版社 648.1 齋藤忠夫 チーズの科学 講談社

104 苫野一徳 はじめての哲学的思考 筑摩書房 292.5 平澤さえ子 給食のおばさん、ブータンへ行く! 飛鳥新社 689 菊地俊夫 フードツーリズムのすすめ フレグランスジャーナル社

146.1 岸見一郎 人生を変える勇気 中央公論新社 292.7 ハムダなおこ ようこそアラブへ 国書刊行会 693.8 著名人の切手と手紙 日本郵趣出版

147 高橋昌一郎 反オカルト論 光文社

159 齋藤孝 知性の磨き方 SBクリエイティブ <芸術>

210.1 島崎晋 一気に同時読み!世界史までわかる日本史 SBクリエイティブ 302.2 小松由佳 オリーブの丘へ続くシリアの小道で 河出書房新社 709 高城千昭 「世界遺産」20年の旅 河出書房新社

210.4 呉座勇一 応仁の乱 中央公論新社 302.2 ケント・カルダー シンガポール 中央公論新社 721.9 岡村幸宣 《原爆の図》のある美術館 岩波書店

333.6 齋藤ウィリアム浩幸 世界一の会議 講談社 312.5 渡辺由佳里 トランプがはじめた21世紀の南北戦争 晶文社 762.3 葉加瀬太郎 葉加瀬太郎の情熱クラシック講座 ローソンHMVエンタテイメント

342.1 井手英策 財政から読みとく日本社会 岩波書店 312.9 茂木誠編 図解世界史で学べ!地政学 祥伝社 774 船曳建夫 歌舞伎に行こう! 海竜社

361.5 加藤恭子 SNOOPYと学ぶアメリカ文化 ポプラ社 316.8 チャールズ・R.スミス・ジュニア作 28DAYS バベルプレス 780 スポーツ年鑑 ポプラ社

372.3 新井潤美 パブリック・スクール 岩波書店 319 毎日新聞外信部編 よくわかる世界の紛争 毎日新聞出版 780.7 広瀬統一 女子の体幹レッスン 学研パブリッシング

377.1 田中研之輔 先生は教えてくれない大学のトリセツ 筑摩書房 323.1 久保田貢 考えてみませんか9条改憲 新日本出版社 793 坪内裕子 初花レッスン 六耀社

588.3 上野聡 チョコレートはなぜ美味しいのか 集英社 323.1 佐藤功 憲法と君たち  復刻新装版 時事通信出版局

699.3 国谷裕子 キャスターという仕事 岩波書店 329 尾崎哲夫 はじめての国際法  第3版 自由国民社 <言語>

723.3 原田マハ モネのあしあと 幻冬舎 336.4 スティーブン E.ルーカス アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 SBクリエイティブ 801 広瀬友紀 ちいさい言語学者の冒険 岩波書店

726.1 甲田烈 水木しげると妖怪の哲学 イースト・プレス 351 矢野恒太記念会編集 日本のすがた 矢野恒太記念会 801 東京外国語大学言語文化学部編 言葉から社会を考える 白水社

726.5 ミュシャ[画] ミュシャのすべて KADOKAWA 372.3 石井理恵子 美しき英国パブリック・スクール 太田出版 812 高橋こうじ 日本の言葉の由来を愛おしむ 東邦出版

767.8 中森明夫 アイドルになりたい! 筑摩書房 815 高橋圭子 自然な敬語が基本から身につく本 研究社

788.1 舞の海秀平 テレビでは言えない大相撲観戦の極意 ポプラ社 816 沖森卓也 文章が変わる接続語の使い方 ベレ出版

801 黒田龍之助 外国語を学ぶための言語学の考え方 中央公論新社 404 ミック・オヘア編 科学のあらゆる疑問に答えます SBクリエイティブ 850 釣馨 日本人が知りたいフランス人の当たり前 三修社

816 池上彰 書く力 朝日新聞出版 410.4 杉原厚吉 スウガクって、なんの役に立ちますか? 誠文堂新光社

450 目代邦康監修 図解世界自然遺産で見る地球46億年 実務教育出版 <文学>

<文庫> 487.7 葛西臨海水族園クロマグロ飼育チーム びっくり!マグロ大百科 講談社 901.3 田丸雅智 たった40分で誰でも必ず小説が書ける超ショートショート講座 キノブックス

B837.8 ルーク・タニクリフ 「とりあえず」は英語でなんと言う? 大和書房 489.3 スージー・エスターハス文と写真 コアラ病院へようこそ 六耀社 910.2 池澤夏樹 作家と楽しむ古典 河出書房新社

489.9 和田一雄 温泉ザル 彩流社 913.6 田丸雅智 インスタント・ジャーニー 実業之日本社

<総記> 489.9 スージー・エスターハス文と写真 森のなかのオランウータン学園 六耀社 913.6 角野栄子 トンネルの森1945 KADOKAWA

022 稲泉連 「本をつくる」という仕事 筑摩書房 491.3 横澤一彦 つじつまを合わせたがる脳 岩波書店 913.6 住野よる か「」く「」し「」ご「」と「 新潮社

024.8 篠賀典子 本の時間を届けます 洋泉社 493.8 こどもくらぶ編集 シリーズ疫病の徹底研究（全４冊） 講談社 913.6 筒井康隆作 駝鳥 六耀社

059 池上彰監修 ニュース年鑑 ポプラ社 498.5 香川明夫監修 外食・コンビニ・惣菜のカロリーガイド 女子栄養大学出版部 916 シンシア・レヴィンソン ぼくらは壁を飛びこえて 文溪堂

059 朝日ジュニア学習年鑑 朝日新聞出版 916 石田優子 広島の木に会いにいく 偕成社

059 加藤晶子 編集 ブリタニカ国際年鑑２０１７ ブリタニカ・ジャパン <技術> 933.7 ジル・ルイス作 白いイルカの浜辺 評論社

070.4 外山滋比古 新聞大学 扶桑社 558.3 平井明日菜 深海でサンドイッチ こぶし書房

574 左巻健男編 知っておきたい化学物質の常識84 SBクリエイティブ

<哲学> 588.3 Dolcerica 香川理馨子 チョコレート語辞典 誠文堂新光社

123.8 孔子 論語コンプリート 誠文堂新光社 594.9 誠文堂新光社編 世界のかわいいパッチワーク・キルト 誠文堂新光社

140.8 野田俊作 アドラー心理学を語る(全４冊） 創元社 596.2 飛田和緒 飛田和緒の郷土汁 世界文化社

159 水谷修 優しさと勇気の育てかた 日本評論社 596.4 山口美佐 部活弁当 地球丸

159.8 大村智 人をつくる言葉 毎日新聞出版

　新着図書リスト（4月分）　　　　
　4月は94冊の図書を受け入れました。

<自然科学>

<社会科学>


