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375.8 西山教行編 世界と日本の小学校の英語教育 明石書店 <芸術>
369.3 岩波書店編集部編 3.11を心に刻んで 岩波書店 376.3 中島さおり 哲学する子どもたち 河出書房新社 702 ロバート・スティーヴン・ビアンキ監修 古代エジプト美術の世界 魔術と神秘 平凡社
<新書> 382.1 石井明 江戸の風俗事典 東京堂出版 721 狩野博幸監修 江戸の動植物図譜 河出書房新社
019.9 斎藤美奈子 文庫解説ワンダーランド 岩波書店 382.1 BS朝日『円楽の大江戸なんでも番付』制作チーム 円楽の大江戸なんでも番付 河出書房新社 721.8 [葛飾北斎画] 北斎原寸美術館 小学館
141.9 安藤寿康 日本人の9割が知らない遺伝の真実 SBクリエイティブ 383.8 『月刊みんぱく』編集部編 食べられる生きものたち 丸善出版 726.1 藤子・F・不二雄 DORAEMON（2冊） 小学館
288.4 池上俊一 王様でたどるイギリス史 岩波書店 383.8 加藤文俊 おべんとうと日本人 草思社 751.4 CANDY COLOR TICKET カンカラチケットのスイーツデコレッスンBook 河出書房新社
361.6 浜本隆三 クー・クラックス・クラン 平凡社 383.8 河合利光編 世界の食に学ぶ 時潮社 751.9 Igloo*dining*イラスト プラバンで作る、大人キュートなプチアクセサリー 河出書房新社
364.1 高崎順子 フランスはどう少子化を克服したか 新潮社 384.5 学校へいきたい! 六耀社 783 松井良明 球技の誕生 平凡社
367.7 林美保子 ルポ難民化する老人たち イースト・プレス 384.5 石川梵写真（ほか）・文 世界のともだち（10冊） 偕成社 798 稲葉茂勝 じゃんけん学 今人舎
369.3 墓田桂 難民問題 中央公論新社 386.3 勝又洋子 ヴェネツィアの仮面カーニヴァル 社会評論社 798 マシュー・ローウィング編 写真で楽しむ究極のまちがい探し 河出書房新社
385.9 齋藤和胡 なぜ日本人は「のし袋」を使うのか? 淡交社 388 バーバラ・コックス 世界恐怖図鑑（1・2） 文溪堂 <言語>
481.3 関口雄祐 眠れなくなるほどおもしろい睡眠の話 洋泉社 388.1 石井正己 日本の昔話百科 河出書房新社 801.1 川原繁人 音とことばのふしぎな世界 岩波書店
491.1 中辻憲夫 幹細胞と再生医療 丸善出版 801.9 東山安子編 日米ボディートーク  増補新装版 三省堂
493.8 岡田晴恵 エボラvs人類終わりなき戦い PHP研究所 410 ジョセフ・メイザー 数学記号の誕生 河出書房新社 807 キース・モロウ編 ヨーロッパ言語共通参照枠<CEFR>から学ぶ英語教育 研究社
493.8 岡田晴恵 正しく怖がる感染症 筑摩書房 410.2 リチャード・ビーティー[ほか] 数学 丸善出版 810 関根健一 なぜなに日本語 三省堂
612.2 佐藤洋一郎 食の人類史 中央公論新社 410.4 岡潔 岡潔 平凡社 813.4 姫野昌子監修 研究社日本語コロケーション辞典 研究社
661 濱田武士 魚と日本人 岩波書店 411.1 涌井良幸 図解・速算の技術 SBクリエイティブ 816 石原千秋 生き延びるための作文教室 河出書房新社
834 寺澤盾 英単語の世界 中央公論新社 420.4 パリティ編集委員会編 先生、物理っておもしろいんですか? 丸善出版 821.2 白川静 サイのものがたり 平凡社
901.3 千野帽子 人はなぜ物語を求めるのか 筑摩書房 423 関沢正躬 スカイツリーから目薬 岩波書店 821.2 白川静 漢字のなりたち 平凡社
<文庫> 440.2 トム・ジャクソン 宇宙 丸善出版 830.4 大島希巳江 笑える英語のジョーク百連発! 研究社
B383.8 石毛直道 世界の食べもの 講談社 452 ジョン・ファーンドン 海と環境の図鑑 河出書房新社 833.2 デイヴィッド・P.ダッチャー編 いまどきのニホン語和英辞典 研究社
B913.6 宮部みゆき 小暮写眞館（1・2） 新潮社 462.1 永幡嘉之写真・文 原発事故で、生きものたちに何がおこったか。 岩崎書店 833.2 研究社辞書編集部編 和英日本文化表現辞典 研究社
B913.6 万城目学 悟浄出立 新潮社 468.4 小澤祥司 ゾンビ・パラサイト 岩波書店 835 ジェームス・バーダマン アウトプットに必要な基本英文法 研究社
B913.6 鹿島田真希 冥土めぐり 河出書房新社 468.6 クリスティアン・サルデ 美しいプランクトンの世界 河出書房新社 835.2 正保富三 英語の冠詞がわかる本  改訂版 研究社
<総記> 470.4 牧野富太郎 牧野富太郎 平凡社 836 田邉祐司 一歩先の英文ライティング 研究社
031.7 稲葉茂勝 なぞなぞ学 今人舎 480.7 蒲郡市竹島水族館 竹島水族館の本 風媒社 837.8 田中真紀子 英語のプレゼンテーション 研究社
033 ジェンマ・エルウィン・ハリス編 世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え 河出書房新社 481.1 小宮輝之監修 赤い生きもの図鑑 河出書房新社 837.8 新崎隆子 英語で雑談できるようになる生活フレーズ集 研究社
070.1 栗本一紀 ジャーナリスト後藤健二 法政大学出版局 481.1 小宮輝之監修 黄色い生きもの図鑑 河出書房新社 894.2 ステファヌ・ロッシーニ 古代エジプト文字ヒエログリフ入門 河出書房新社
<哲学> 481.1 小宮輝之監修 白い生きもの図鑑 河出書房新社 <文学>
140.2 アダム・ハート=デイヴィス パブロフの犬 創元社 481.1 小宮輝之監修 青い生きもの図鑑 河出書房新社 902 阿部公彦[ほか]監修 世界の文豪の家 エクスナレッジ
146.8 上田勢子訳 子どもの認知行動療法（1・8） 明石書店 481.1 富田京一監修 ホネからわかる!動物ふしぎ大図鑑（全3巻） 日本図書センター 911 佛渕健悟編 俳句・短歌・川柳と共に味わう猫の国語辞典 三省堂
159.8 藤嶋昭 科学者と中国古典名言集 朝日学生新聞社 481.3 浦島匡 おっぱいの進化史 技術評論社 913.6 今村夏子 あひる 書肆侃侃房
176.6 千葉惣次文 東北の伝承切り紙 平凡社 488 中村文文 ときめく小鳥図鑑 山と溪谷社 913.6 寺地はるな ビオレタ ポプラ社
198.2 鹿島茂 聖人366日事典 東京堂出版 491.3 理化学研究所脳科学総合研究センター編 つながる脳科学 講談社 913.6 吉川英梨 葬送学者鬼木場あまねの事件簿 河出書房新社
<歴史> 491.3 レナルト・ニルソン写真 A Child is Born あすなろ書房 913.6 いとうせいこう 解体屋外伝 河出書房新社
210.5 F.ベアト[写真] F.ベアト写真集（1・2） 明石書店 491.7 アランナ・コリン あなたの体は9割が細菌 河出書房新社 913.6 砂田麻美 一瞬の雲の切れ間に ポプラ社
210.7 安島太佳由写真 平和を考える戦争遺産図鑑 岩崎書店 492.2 日本ライフセービング協会編 心肺蘇生教本 大修館書店 913.6 しめのゆき 美雨13歳のしあわせレシピ ポプラ社
238 下斗米伸夫編 ロシアの歴史を知るための50章 明石書店 493.7 藤本修 精神科医の仕事、カウンセラーの仕事 平凡社 913.6 白岩玄 ヒーロー! 河出書房新社
242 河江肖剰 河江肖剰の最新ピラミッド入門 日経ナショナルジオグラフィック社 493.9 大塚敦子 犬が来る病院 KADOKAWA 914.6 落合恵子 三匹の犬と眠る夜 平凡社
289.3 佐藤豊彦監修 マルガレーテ・シュタイフ 小学館 497 大野粛英 歯 法政大学出版局 916 北村森 途中下車 河出書房新社
290.3 なるほど知図帳世界 昭文社 498.5 香川芳子監修 外食のカロリーガイド  改訂版 女子栄養大学出版部 930.2 奥田実紀 図説英国ファンタジーの世界 河出書房新社
291 山と溪谷社編 ふるさと富士名鑑 山と溪谷社 498.5 香川芳子監修 毎日の食事のカロリーガイド  改訂版 女子栄養大学出版部 933.7 ジョン・スティーブンス 最古の魔術書（1・2） あすなろ書房
291 なるほど知図帳日本 昭文社 498.5 森田満樹 消費者と「食」にかかわる人のための新しい食品表示がわかる本 女子栄養大学出版部 936 キャメロン・ブルーム ペンギンが教えてくれたこと マガジンハウス

498.5 香川明夫監修 はじめての食品成分表  第2版 女子栄養大学出版部 949.5 アンドリ・S.マグナソン タイムボックス NHK出版
331 早尾貴紀 国ってなんだろう? 平凡社 498.5 香川明夫監修 七訂食品成分表 女子栄養大学出版部 <絵本>
333.8 山本敏晴 「国際協力」をやってみませんか? 小学館 <技術> E エドゥアルド・ウスペンスキー原作 チェブラーシカ 小学館
337.2 井上正夫 ビジュアル日本のお金の歴史（全3巻） ゆまに書房 501.6 小出裕章 日本のエネルギー、これからどうすればいいの? 平凡社
366.29 宇田川廣美 歯科衛生士・歯科技工士になるには ぺりかん社 502.1 和の技術を知る会 子どもに伝えたい和の技術（全3巻） 文溪堂
366.29 高岡昌江 動物園飼育員・水族館飼育員になるには ぺりかん社 521.8 矢加部和幸写真撮影 ブルーシートのかかっていない被災直後の熊本城 熊本出版文化会館

366.29 浅野恵子 販売員・ファッションアドバイザーになるには ぺりかん社 522.2 九竜城探検隊写真・文 大図解九竜城 岩波書店
366.29 安田理編 カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには ぺりかん社 594.6 ビーズステッチのちいさなアクセサリー 河出書房新社
366.29 女性の職業研究会編 女性の職業のすべて 啓明書房 596.6 大和田聡子監修 世界のパン図鑑224 平凡社
367.9 川松泰美 生まれてくるってどんなこと? 平凡社 596.6 西山朗子 重ねるだけでおいしいスコップケーキ 池田書店
369 遠藤織枝編 やさしく言いかえよう介護のことば 三省堂 <産業>
369.3 滝澤三郎編 難民を知るための基礎知識 明石書店 602.1 前畑洋平 産業遺産JAPAN 創元社
369.3 パトリック・キングズレー シリア難民 ダイヤモンド社 611.3 ハンガー・フリー・ワールド編 世界から飢餓を終わらせるための30の方法 合同出版
369.4 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク編 子ども食堂をつくろう! 明石書店 611.7 小島希世子 ホームレス農園 河出書房新社
369.4 汐見稔幸編 世界に学ぼう!子育て支援 フレーベル館 616.2 佐藤洋一郎 稲と米の民族誌 NHK出版
371.4 日本弁護士連合会子どもの権利委員会編 子どものいじめ問題ハンドブック 明石書店 645.2 伊藤伸子訳 手のひら図鑑 化学同人
371.4 バーバラ・オークリー 直感力を高める数学脳のつくりかた 河出書房新社 675.1 日経デザイン編 ロングセラーパッケージ大全 日経BP社

　新着図書リスト（3月分）　　　　
　1月は175冊の図書を受け入れました。

<ブックレット>

<自然科学>

<社会科学>


