
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

<ブックレット> 291.6 兵庫県の歴史散歩編集委員会編 兵庫県の歴史散歩 山川出版社 593.3 クライ・ムキ クライ・ムキのお直しの本 日本文芸社

318.6 馬奈木俊介 新国富論 岩波書店 291.7 広島県の歴史散歩編集委員会編 広島県の歴史散歩 山川出版社 594 さくらいあかね ステンシル×刺しゅうのアイデアノート マガジンランド

519 尾関周二編 「環境を守る」とはどういうことか 岩波書店 291.7 澤野重男 観光コースでない広島 高文研 596.2 服部幸應監修 What is 和食 WASHOKU? ミネルヴァ書房

<新書> 293.3 宮北惠子 イギリス・ヘリテッジ文化を歩く 彩流社 596.3 大島貞雄 わが家は低塩・無添加のお漬物 東京農業大学出版会

185.9 島田裕巳 この寺社を見ずに死ねるか KADOKAWA <社会科学> <産業>

217.6 山本博文監修 あなたの知らない広島県の歴史 洋泉社 内田樹編 転換期を生きるきみたちへ 晶文社 616.7 長谷川清美 日本の豆ハンドブック 文一総合出版

281 『歴史読本』編集部編 幕末三百藩古写真で見る最後の姫君たち KADOKAWA 304 上木原弘修 18歳からの選択 フィルムアート社 649 細田孝充 動物たちの命の灯を守れ! 緑書房

289.3 中野京子 美術品でたどるマリー・アントワネットの生涯 NHK出版 304 文藝春秋オピニオン2017年の論点100 文藝春秋 678 泉美智子監修 よくわかる貿易 PHP研究所

312.5 西森マリー・訳 完全対訳トランプ・ヒラリー・クルーズ・サンダース演説集 星海社 312.9 佐藤優 現代の地政学 晶文社 678.2 こどもくらぶ編 考えよう!やってみよう!フェアトレード（全3巻） 彩流社

316.1 日本写真家協会編 SNS時代の写真ルールとマナー 朝日新聞出版 312.9 村山秀太郎監修 地政学入門 洋泉社 <芸術>

367.9 岩田健太郎 感染症医が教える性の話 筑摩書房 319.8 佐藤美由紀 世界の著名人が伝えていたヒロシマからの言葉 双葉社 702.8 ヤン・S.ウェナー編 「ローリング・ストーン」インタビュー選集 TOブックス

369.2 三好春樹 介護のススメ! 筑摩書房 323.1 楾大樹 檻の中のライオン かもがわ出版 709.1 本田純 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産  新版 岩崎書店

491.3 岩田誠 上手な脳の使いかた 岩波書店 333.8 牧田東一編 国際協力のレッスン 学陽書房 709.1 西村幸夫監修 世界に誇る日本の世界遺産 ポプラ社

<文庫> 334.4 水野真木子 コミュニティ通訳 みすず書房 721.7 矢島新 かわいい禅画 東京美術

B116 三浦俊彦 論理パラドクス 二見書房 338 デヴィッド・ビアンキ お父さんが教える13歳からの金融入門 日本経済新聞出版社 753.8 アンナ・ジョイス スタンプ ステンシル ペイント 手づくり模様で彩る小物とインテリア エクスナレッジ

B460.4 福岡伸一 せいめいのはなし 新潮社 366.3 朝日中学生ウイークリー編集部編 仕事を選ぶ 朝日学生新聞社 780.1 新生暁子監修 つくろう!食べよう!勝負ごはん(全3巻） 日本図書センター

B913.6 島本理生 七緒のために 講談社 366.3 須藤ナオミ 自然保護レンジャーになるには ぺりかん社 780.3 陶山哲夫監修 パラスポーツルールブック 清水書院

B913.6 水村美苗 本格小説 新潮社 366.3 山下久猛 商店街で働く人たち ぺりかん社 780.7 牧野講平 「関節力」トレーニング 講談社

B913.6 水村美苗 本格小説 新潮社 377.2 二宮敦人 最後の秘境東京藝大 新潮社 783.4 吉井妙子 サクラサク 小学館集英社プロダクション

B914.6 高橋源一郎 非常時のことば 朝日新聞出版 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 <言語>

<絵本> 378.2 斉藤道雄 手話を生きる みすず書房 809.7 稲葉茂勝 暗号学 今人舎

E 工藤ノリコ ノラネコぐんだん おすしやさん 白泉社 <自然科学> 812 おかべたかし文 目でみることば 東京書籍

E ヨシタケシンスケ作 このあとどうしちゃおう ブロンズ新社 402 スティーヴン・ワインバーグ 科学の発見 文藝春秋 815 貝田桃子 ちびまる子ちゃんの文法教室 集英社

<総記> 403.6 国立天文台編 理科年表  机上版 丸善出版 821.2 張莉 こわくてゆかいな漢字 二玄社

007.1 五木田和也 コンピューターで「脳」がつくれるか 技術評論社 407 うえたに夫婦 ビーカーくんとそのなかまたち 誠文堂新光社 837.5 ピーター・バラカン ロックの英詞を読む 集英社インターナショナル

007.6 岡嶋裕史 こどもが楽しむ「プログラミン」入門 技術評論社 420.4 Thomas Povey 難問・奇問で語る世界の物理 丸善出版 <文学>

007.6 リンダ・リウカス作 ルビィのぼうけん 翔泳社 420.7 ロバート・P.クリース 世界でもっとも正確な長さと重さの物語 日経BP社 910.3 中島国彦編 漱石の愛した絵はがき 岩波書店

031 自由国民社編集 現代用語の基礎知識 自由国民社 421.2 佐治晴夫 14歳のための宇宙授業 春秋社 911.3 中村和弘監修 季節のことば 岩崎書店

<哲学> 425 田所利康 イラストレイテッド光の実験 朝倉書店 949.3 トーン・テレヘン ハリネズミの願い 新潮社

140 宮本聡介編 高校生に知ってほしい心理学 学文社 460 長沼毅 生命の始まりを探して僕は生物学者になった 河出書房新社 963 アントニオ・G.イトゥルベ アウシュヴィッツの図書係 集英社

159 齋藤孝監修 こども菜根譚 日本図書センター 461.1 やまぐちかおり絵 寿命図鑑 いろは出版

167 内藤正典 となりのイスラム ミシマ社 474 日本藻類学会編 海藻の疑問50 成山堂書店

<歴史> 481.9 小野展嗣監修 危ない生き物図鑑 PHP研究所

210.7 佐藤広基イラスト・文 ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド 汐文社 485.7 大崎茂芳 クモの糸でバイオリン 岩波書店

210.7 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会編 平和学習に役立つ戦跡ガイド 汐文社 <技術>

234 石岡史子 「ホロコーストの記憶」を歩く 子どもの未来社 519 末吉里花 はじめてのエシカル 山川出版社

289.1 中野明 ファミリア創業者坂野惇子 中央公論新社 519.2 藤原幸一 環境破壊図鑑 ポプラ社

289.1 山田俊幸編 花森安治と『暮しの手帖』 小学館 523.1 松田力執筆・写真撮影 東京建築さんぽマップ  最新版 エクスナレッジ

289.3 上田耕造 図説ジャンヌ・ダルク 河出書房新社 538.9 Space i<宇宙航空研究開発機構・日本宇宙フォーラム>監修 全国宇宙科学館ガイド 恒星社厚生閣

290 アレクサンドラ・ミジェリンスカ作・絵 マップス 徳間書店 585.7 大平一枝 紙さまの話 誠文堂新光社

　新着図書リスト（12月分）　　　　
　12月は100冊の図書を受け入れました。


