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<新書> 302.2 シンガポールを知るための65章  第4版 田村慶子編 明石書店 538.6 これだけは知りたい旅客機の疑問100 秋本俊二 SBクリエイティブ

019.2 読んじゃいなよ! 高橋源一郎編 岩波書店 304 池上彰とホセ・ムヒカが語り合ったほんとうの豊かさって何ですか? 池上彰 KADOKAWA 538.6 トコトンやさしいドローンの本 鈴木真二監修 日刊工業新聞社
150 ぼくたちの倫理学教室 E.トゥーゲントハット 平凡社 312.5 トランプ演説集 トランプ述 朝日出版社 589.2 990円のジーンズがつくられるのはなぜ? 長田華子 合同出版
289.1 井伊直虎 夏目琢史 講談社 312.9 最新地図で読む世界情勢 ジャン=クリストフ・ヴィクトル CCCメディアハウス 590 正しい目玉焼きの作り方 森下えみこイラスト 河出書房新社
312.3 英EU離脱の衝撃 菅野幹雄 日本経済新聞出版社 319.3 池上彰のそこが知りたい!ロシア 池上彰 徳間書店 596 油のマジック 島田淳子 建帛社
323.1 天皇と憲法 島田裕巳 朝日新聞出版 321 高校生からの法学入門 中央大学法学部編 中央大学出版部 596.6 タルト・ソレイユとタルト・フルール 柳瀬久美子 主婦と生活社
332.2 アラブの大富豪 前田高行 新潮社 326.4 Q&A日本と世界の死刑問題 菊田幸一 明石書店 596.6 BAKE焼き菓子の基本 星谷菜々 成美堂出版
332.2 マレーシア新時代  第3版 三木敏夫 創成社 329.3 ニュースに出てくる国際組織じてん（全3巻） 池上彰監修 彩流社 596.6 かくれんぼケーキ 下迫綾美 日東書院本社
334.4 移民大国アメリカ 西山隆行 筑摩書房 350.9 データブックオブ・ザ・ワールド 二宮書店 <産業>
335.8 あなたのキャリアのつくり方 浦坂純子 筑摩書房 366.3 女性が活躍する社会の実現 加藤久和編 中央経済社 613.5 土の文明史 デイビッド・モントゴメリー 築地書館
367.2 女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶恵子 岩波書店 369.29 獣医師の一日 WILLこども知育研究所編 保育社 616.2 こめ語り 浅見悦子 優しい食卓
450 地球の歴史（全3巻） 鎌田浩毅 中央公論新社 369.3 地震イツモマニュアル 地震イツモプロジェクト編 ポプラ社 625.8 バナナの歴史 ローナ・ピアッティ=ファーネル 原書房
467.3 オスとメスはどちらが得か? 稲垣栄洋 祥伝社 379.7 勉強の技術 児玉光雄 SBクリエイティブ 626 日本の伝統野菜 板木利隆監修 岩崎書店
490.1 ホスピスからの贈り物 横川善正 筑摩書房 383.8 料理でわかるヨーロッパ各国気質 片野優 実務教育出版 626.1 古来種野菜を食べてください。 高橋一也 晶文社
493.4 キラーストレス NHKスペシャル取材班 NHK出版 383.9 トイレ 屎尿・下水研究会編 ミネルヴァ書房 646.1 ニワトリ アンドリュー・ロウラー インターシフト
499.3 医薬品とノーベル賞 佐藤健太郎 KADOKAWA 384.5 学校へいきたい!（3冊） 六耀社 653.2 樹木と木材の図鑑 西川栄明 創元社
670.9 中学英語をビジネスに生かす3つのルール 関谷英里子 NHK出版 385.9 図解絵で見て覚える包み方・たたみ方大事典 毎田祥子監修 日東書院本社 675.5 築地の記憶 冨岡一成文 旬報社
788.2 一日一日、強くなる 伊調馨 講談社 385.9 英語生活マナーブック ジェームス・M.バーダマン IBCパブリッシング 675.5 築地市場 モリナガヨウ作・絵 小峰書店
<文庫> 386 日本と世界の祭り 小学館 <芸術>
B913.6 最後の晩ごはん 椹野道流 KADOKAWA 388.8 誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダースイラスト 創元社 702.3 いちばん親切な西洋美術史 池上英洋 新星出版社
B913.6 青の数学 王城夕紀 新潮社 <自然科学> 718 日本の仏像 薬師寺君子 西東社
B914.6 玉子ふわふわ 早川茉莉編 筑摩書房 404 科学の今を読む 中村秀生共 新日本出版社 723.3 ピーテル・ブリューゲル ポール・ロケット 六耀社
B933.7 ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち（上・下） ランサム・リグズ 潮出版社 404 ホワット・イズ・ディス? ランドール・マンロー 早川書房 724.4 透明水彩で楽しむかわいい和風イラスト 黒岩多貴子 日貿出版社
B935.7 世界しあわせ紀行 エリック・ワイナー 早川書房 406.9 見る目が変わる博物館の楽しみ方 矢野興一ほか編 ベレ出版 726.1 この世界の片隅に（全3巻） こうの史代 双葉社
B949.6 人形の家  改版 イプセン 新潮社 407 親子でハマる科学マジック86 渡辺儀輝 SBクリエイティブ 748 朝日新聞報道写真集 朝日新聞社編 朝日新聞出版
<総記> 407 中高生のための科学自由研究ガイド ターニャ・M.ヴィッカーズ 三省堂 757.3 色彩ルールブック 武川カオリ パイインターナショナル

007 ICTことば辞典 大谷和利 三省堂 410 数学魔術師ベンジャミンの教室（１・２） アーサー・ベンジャミン 岩波書店 759 かいのどうぶつえん 角田元 グラフィック社
007.6 学生のための情報リテラシー 若山芳三郎 東京電機大学出版局 410 算数でわかる数学 芳沢光雄 SBクリエイティブ 780.1 アスリートシェフのチキンブレストレシピ 荻野伸也 柴田書店
021.2 著作権がよ〜くわかる本 リバーシティ法律事務所監修 秀和システム 410.3 「数学」の公式・定理・決まりごとがまとめてわかる事典 涌井良幸 ベレ出版 780.6 リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック写真集  永久保存版 時事通信社編 時事通信出版局
021.4 ゼロからはじめるデザイン 北村崇 SBクリエイティブ 414 おりがみで楽しむ幾何図形 芳賀和夫 SBクリエイティブ 780.7 国際スポーツ組織で働こう! つくば国際スポーツアカデミー・アソシエーション編 日経BP社
028 「100分de名著」名作セレクション NHK「100分de名」制作班編 文藝春秋 420 「物理・化学」の法則・原理・公式がまとめてわかる事典 涌井貞美 ベレ出版 780.7 坂詰式正しい「筋トレ」の教科書 坂詰真二 カンゼン
031.8 リストマニア The Listomaniacs パイインターナショナル 426 暮らしを支える「熱」の科学 梶川武信 SBクリエイティブ 780.7 痛みが楽になるトリガーポイント筋肉トレーニング 伊藤和憲 緑書房
<哲学> 440 面白くて眠れなくなる天文学 縣秀彦 PHPエディターズ・グループ 788.1 大相撲の道具ばなし 坂本俊夫 現代書館
108 死ってなんだろう。死はすべての終わりなの? フランソワーズ・ダステュール文 岩崎書店 453.8 火山 饒村曜 成山堂書店 <言語>
108 したがう?したがわない?どうやって判断するの? ヴァレリー・ジェラール文 岩崎書店 454.6 洞窟ばか 吉田勝次 扶桑社 801.3 辞書・事典のすべてがわかる本（全4巻） 稲葉茂勝文 あすなろ書房
108 怪物-わたしたちのべつの顔? ピエール・ペジュ文 岩崎書店 455.1 関東のジオパーク 目代邦康編 古今書院 804 ことばのおもしろ事典 中島平三編集 朝倉書店
108 動物には心があるの?人間と動物はどうちがうの? エリザベット・ド・フォントネ文 岩崎書店 457.8 楽しい動物化石 土屋健 河出書房新社 810 学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野真二 河出書房新社
108 なぜ世界には戦争があるんだろう。どうして人はあらそうの? ミリアム・ルヴォー・ダロンヌ文 岩崎書店 458 石ころ博士入門 高橋直樹 全国農村教育協会 813.7 和製英語事典 亀田尚己 丸善出版
108 自由ってなに?人間はみんな自由って、ほんとう? アニッサ・カステル文 岩崎書店 459 世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 さとうかよこ 東京書店 815.2 日本の助数詞に親しむ 飯田朝子 東邦出版
108 天才のら犬、教授といっしょに哲学する。人間ってなに? セシル・ロブラン文 岩崎書店 459 ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山元彦 創元社 821.2 目でみる漢字 おかべたかし文 東京書籍
108 人がいじわるをする理由はなに? ドゥニ・カンブシュネ文 岩崎書店 460 カラー図解でわかる高校生物超入門 芦田嘉之 SBクリエイティブ 830.2 英語の帝国 平田雅博 講談社
130 自分で考えよう ペーテル・エクベリ作 晶文社 460 池上彰が聞いてわかった生命のしくみ 池上彰聞き手 朝日新聞出版 833 日英ことばの文化事典 亀田尚己 丸善出版
159 スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプルなルール ケリー・マクゴニガル 日経BP社 462.1 生命の森明治神宮 佐藤岳彦写真 講談社 837.7 よりぬき英語で読む世界昔ばなし ベンジャミン・ウッドワード編 ジャパンタイムズ

159.7 中学時代にガンバれる40の言葉 中谷彰宏 PHP研究所 467.2 面白くて眠れなくなる遺伝子 竹内薫 PHPエディターズ・グループ 837.7 よりぬき英語で読む日本昔ばなし ベンジャミン・ウッドワード編 ジャパンタイムズ

<歴史> 467.2 ビックリするほど遺伝子工学がわかる本 生田哲 SBクリエイティブ 913.6 837.7 日本まるごとQ&A 安部直文 IBCパブリッシング

210.1 日本の歴史（全20巻） 設楽博己監修 集英社 468 外来種は本当に悪者か? フレッド・ピアス 草思社 837.7 ニッポン感想記 ニーナ・ウェグナー IBCパブリッシング

216.2 京都の坂 中西宏次 明石書店 470 おもしろ植物図鑑 花福こざる 誠文堂新光社 837.8 10人の声で聞く!女性リーダーの英語 コスモピア編集部編 コスモピア
219.9 新聞投稿に見る百年前の沖縄 上里隆史編 原書房 470 新・雑草博士入門 岩瀬徹 全国農村教育協会 837.8 アジアの英語 柴田真一 コスモピア
234.6 図説ウィーンの歴史 増谷英樹 河出書房新社 480 ざんねんないきもの事典 今泉忠明監修 高橋書店 <文学>
253 メイキング・オブ・アメリカ 阿部珠理 彩流社 480 アニマリウム ジェニー・ブルーム 汐文社 910.26 文豪の家 高橋敏夫監修 エクスナレッジ
280.3 ポプラディアプラス人物事典（全5巻） ポプラ社 480.7 野生の猛禽を診る 齊藤慶輔 北海道新聞社 913.6 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江優子 講談社
281 パリと私の物語 蛯原美和子 本の泉社 486.1 昆虫たちの世渡り術 海野和男 河出書房新社 913.6 言葉屋（全3巻） 久米絵美里作 朝日学生新聞社
288.4 図説ヨーロッパの王朝  新装版 加藤雅彦 河出書房新社 493.1 難病にいどむ遺伝子治療 小長谷正明 岩波書店 914.4 絵巻で見る・読む徒然草 海北友雪絵 朝日新聞出版
289.1 井伊直虎と戦国女性列伝  完全保存版 廣済堂出版 498.5 目で見る栄養 ドーリング・キンダースリー編 さ・え・ら書房 914.6 ことばのこころ 中西進 東京書籍
289.3 マリー・キュリーの挑戦  改訂 川島慶子 トランスビュー <技術> 914.6 異端のススメ 林修 宝島社
290.9 珍国の女王 高井英子 西日本新聞社 501.8 ユニバーサルデザインの教科書  第3版 中川聰監修 日経BP社 916 風になった名犬チロリ 大木トオル 岩崎書店
291 知るほど面白くなる日本地理 地理教育研究会 日本実業出版社 521.8 図説・戦う城の科学 萩原さちこ SBクリエイティブ 916 障害を持つ息子へ 神戸金史 ブックマン社
291.3 江戸散歩  決定版 山本博文 KADOKAWA 528.1 何度でも行きたい世界のトイレ ロンリー・プラネット編 河出書房新社 923.7 年月日 閻連科 白水社
293.3 図説英国ナショナル・トラスト 小野まり 河出書房新社 538.6 ナウシカの飛行具、作ってみた 八谷和彦 幻冬舎 933.7 ピアノ調律師 M.B.ゴフスタイン作・絵 現代企画室

940.2 教養としてのゲーテ入門 仲正昌樹 新潮社

　新着図書リスト（2月分）　　　　
　1月は205冊の図書を受け入れました。


