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<新書> 307 奥澤朋美文 社会のしくみ図鑑 玉川大学出版部 596 オカタオカ絵 カレー語辞典 誠文堂新光社

288.3 丸島和洋 真田四代と信繁 平凡社 319.8 山本美香写真と文 これから戦場に向かいます ポプラ社 596.3 堤人美 豆乳がおいしくしてくれる毎日のレシピ 文化学園文化出版局

361 好井裕明 「今、ここ」から考える社会学 筑摩書房 361.5 マーク・ガーゾン 世界で生きる力 英治出版 596.6 和菓子の基本 枻出版社

686.2 土屋武之 誰かに話したくなる大人の鉄道雑学 SBクリエイティブ 361.5 佐島隆編 国際学入門 法律文化社 <産業>

706.9 藤田令伊 企画展がなくても楽しめるすごい美術館 ベストセラーズ 361.5 倉八順子 対話で育む多文化共生入門 明石書店 617.6 ナンシー・J.ハジェスキー ハーブ&スパイス大事典 日経ナショナルジオグラフィック社

801 西村義樹 言語学の教室 中央公論新社 366.3 WILLこども知育研究所編 歯科医師の一日 保育社 625 柳原明彦絵と文 調べてなるほど!果物のかたち 保育社

801.7 袖川裕美 同時通訳はやめられない 平凡社 366.3 WILLこども知育研究所編 医師の一日 保育社 625.3 クラリッサ・ハイマン オレンジの歴史 原書房

818 田中ゆかり 方言萌え!? 岩波書店 366.3 WILLこども知育研究所編 救急救命士の一日 保育社 629.7 岩谷美苗 街の木ウォッチング 東京学芸大学出版会

913.6 中島たい子 がっかり行進曲 筑摩書房 366.3 WILLこども知育研究所編 介護福祉士の一日 保育社 629.8 長江曜子監修 世界のお墓文化紀行 誠文堂新光社

<文庫> 366.3 WILLこども知育研究所編 作業療法士の一日 保育社 686.5 浅井建爾 駅名・地名不一致の事典 東京堂出版

B289.3 R.P.ファインマン ご冗談でしょう、ファインマンさん（上・下） 岩波書店 367.2 日本婦人団体連合会編 女性白書　2015 ほるぷ出版 689.8 村松友視 帝国ホテルの不思議 日本経済新聞出版社

B312.9 吉田一郎[] 世界飛び地大全 KADOKAWA 367.2 日本婦人団体連合会編 女性白書　2016 ほるぷ出版 693 酒井正雄 世界の郵便ポスト 講談社エディトリアル

B368.2 坂口恭平[] ゼロから始める都市型狩猟採集生活 KADOKAWA 367.9 QWRC LGBTなんでも聞いてみよう 子どもの未来社 <芸術>

B761 ジョン・パウエル 響きの科学 早川書房 369.4 和氣邦夫 ユニセフの現場から 白水社 721.4 朝日新聞出版編 若冲の花 朝日新聞出版

B913.6 長嶋有 問いのない答え 文藝春秋 372 井上直也写真・文 世界のすてきな先生と教え子たち（全４巻） 国土社 721.8 日野原健司 かわいい浮世絵 東京美術

B913.6 川上亮 人狼ゲームBEAST SIDE AMG出版 379.7 立花均 能力を伸ばす四つのポイント ぺりかん社 727.8 鳥海修 文字を作る仕事 晶文社

B913.6 七月隆文 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 宝島社 383.8 中山茂大文 世界中からいただきます! 偕成社 765.6 塩谷  達也 ゴスペルのチカラ いのちのことば社フォレストブックス

B913.6 知念実希人 幻影の手術室 新潮社 389 島崎晋 なるほど!ザ・民族図鑑 宝島社 778.2 是枝裕和 映画を撮りながら考えたこと ミシマ社

B913.6 知念実希人 天久鷹央の推理カルテ 新潮社 <自然科学> 778.7 谷口昭弘 ディズニー・ミュージック スタイルノート

B913.6 東直子 とりつくしま 筑摩書房 404 左巻健男 面白くて眠れなくなる理科 PHPエディターズ・グループ 780.1 細野恵美監修 スポめし 朝日新聞出版

B913.6 柴崎友香 ビリジアン 河出書房新社 404 岩波書店編集部編 科学者の目、科学の芽 岩波書店 780.1 国立スポーツ科学センター JISS国立スポーツ科学センターのアスリートレシピ 主婦と生活社

<絵本> 404 平林浩 平林さん、自然を観る 太郎次郎社エディタス 780.2 宮崎恵理 希望をくれた人 協同医書出版社

E アン・ジョナス作 光の旅かげの旅 評論社 404 デビッド・J.スミス文 もしも地球がひとつのリンゴだったら 小峰書店 780.6 橋場弦編 学問としてのオリンピック 山川出版社

E ボブ・ディラン作 はじまりの日 岩崎書店 410.4 イアン・スチュアート 数学ミステリーの冒険 SBクリエイティブ 785.2 田坂友暁 明日に向かって ベースボール・マガジン社

<総記> 423.5 田中幸 摩擦のしわざ 太郎次郎社エディタス 785.2 金治直美文 私が今日も、泳ぐ理由 学研プラス

019.9 阿川佐和子[ほか] 少女は本を読んで大人になる 現代企画室 423.8 田中幸 泡のざわめき 太郎次郎社エディタス <言語>

<哲学> 429.1 結城千代子 粒でできた世界 太郎次郎社エディタス 810.4 太田直子 字幕屋の気になる日本語 新日本出版社

113 オスカー・ブルニフィエ文 人生って、なに? 朝日出版社 431.1 左巻健男 面白くて眠れなくなる元素 PHPエディターズ・グループ 811.2 円満字二郎 漢字の使い分けときあかし辞典 研究社

114 オスカー・ブルニフィエ文 自分って、なに? 朝日出版社 431.5 光化学協会編 夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か 講談社 829.3 水野潔 今すぐ話せる!いちばんはじめのタイ語単語 ナガセ

115 オスカー・ブルニフィエ文 知るって、なに? 朝日出版社 449.8 千葉望文 お月さまのこよみ絵本 理論社 <文学>

133 宇波彰監修 女の哲学 PHP研究所 481.7 ベニュス 動物言語の秘密 西村書店 902.3 ダイナ・フリード ひと皿の小説案内  第2版 マール社

141.1 エリック・ワイナー 世界天才紀行 早川書房 481.7 大方洋二写真 奄美 生命の鼓動 講談社 911.4 若林力 江戸川柳で愉しむ中国の故事 大修館書店

150 オスカー・ブルニフィエ文 いっしょにいきるって、なに? 朝日出版社 486.2 結城千代子 空気は踊る 太郎次郎社エディタス 913.6 目代雄一 森の美術館 書肆侃侃房

150.2 大倉幸宏 「昔はよかった」と言うけれど 新評論 488 松原卓二 美しき羽毛 東京書籍 913.6 吉野万理子 いい人ランキング あすなろ書房

150.2 大倉幸宏 「衣食足りて礼節を知る」は誤りか 新評論 488.4 藤田祐樹 ハトはなぜ首を振って歩くのか 岩波書店 913.6 小手鞠るい きみの声を聞かせて 偕成社

151.2 オスカー・ブルニフィエ文 自由って、なに? 朝日出版社 498.4 立花正一監 宇宙飛行士はどんな夢をみるか? 恒星社厚生閣 草野たき Q→A 講談社

165.3 中村圭志 教養としてよむ世界の教典 三省堂 498.5 ANDY BRUNNING カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの? 化学同人 914.6 楊逸 蚕食鯨呑 岩波書店

198.2 片柳弘史文 あなたのままで輝いて PHP研究所 <技術> 933.7 ジャクリーン・ケリー作 ダーウィンと旅して ほるぷ出版

<歴史> 501.6 森まゆみ 環境と経済がまわる、森の国ドイツ 晶文社 933.7 ホリー・ゴールドバーグ・スローン作 世界を7で数えたら 小学館

227.9 高橋美香・写真 パレスチナ・そこにある日常 未來社 504 物質・材料研究機構 未来の科学者のためのナノテクガイドブック エヌ・ティー・エス 956 アントワーヌ・レリス ぼくは君たちを憎まないことにした ポプラ社

227.9 高橋美香・写真 それでもパレスチナに木を植える 未來社 510.2 後藤治編 水と生きる建築土木遺産 彰国社 980.2 児島宏子 チェーホフさん、ごめんなさい! 未知谷

280 池内了監修 人生を切りひらいた女性たち（全３巻） 教育画劇 517 橋本淳司 100年後の水を守る 文研出版 983 レフ・トルストイ 愛あるところ神あり 未知谷

289.1 平山優 真田信繁 KADOKAWA 522.7 深見奈緒子文・監修 世界の美しいモスク エクスナレッジ

291.3 タモリ文・写真 タモリのTOKYO坂道美学入門  新訂版 講談社 523.1 津川康雄 タワー ミネルヴァ書房

<社会科学> 526.5 根岸豊明 誰も知らない東京スカイツリー ポプラ社

　新着図書リスト（1月分）　　　　
　1月は１２９冊の図書を受け入れました。



302 池上彰 池上彰・増田ユリヤの今だからこそ世界を知ろう!（全３巻） 汐文社 588.5 協和発酵バイオ株式会社編 トコトンやさしい発酵の本  第2版 日刊工業新聞社


