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<新書> 493.1 矢吹康夫 私がアルビノについて調べ考えて書いた本 生活書院

002.7 沼崎一郎 はじめての研究レポート作成術 岩波書店 309 坪内祐三 右であれ左であれ、思想はネットでは伝わらない。 幻戯書房 498.3 ケリー・マクゴニガル スタンフォードのストレスを力に変える教科書 大和書房

007.3 山本龍彦 おそろしいビッグデータ 朝日新聞出版 316.8 安田浩一 学校では教えてくれない差別と排除の話 皓星社 499.8 西村佑子 魔女の薬草箱 山と溪谷社

210 大塚ひかり 女系図でみる驚きの日本史 新潮社 319 御手洗昭治編 多文化交流時代への挑戦 ゆまに書房 <技術>

210.2 瀬川拓郎 縄文の思想 講談社 323.1 半藤一利 憲法を百年いかす 筑摩書房 518.8 復興まちづくり研究所編 実践!復興まちづくり 合同フォレスト

210.3 長野正孝 古代の技術を知れば、『日本書紀』の謎が解ける PHP研究所 334.4 Russell Kingほか 移住・移民の世界地図 丸善出版 589.7 山崎真由子文 ときめく文房具図鑑 山と溪谷社

326 渡邊大門 流罪の日本史 筑摩書房 350.9 データブックオブ・ザ・ワールド 二宮書店 596 吉田瑞子監修 ニッポンのご当地ごはん（全３巻） 日本図書センター

329 倉山満 国際法で読み解く戦後史の真実 PHP研究所 361.7 金子淳 ニュータウンの社会史 青弓社 <産業>

361.4 榎本博明 「対人不安」って何だろう? 筑摩書房 366.29 進路情報研究会編 中学生・高校生の仕事ガイド 桐書房 699.2 竹山昭子 戦争と放送 吉川弘文館

361.5 阿門禮 世界のタブー 集英社 367.6 アムネスティ・インターナショナル日本編 開発と破壊 絵本塾出版 <芸術>

383.8 増淵敏之 おにぎりと日本人 洋泉社 367.6 アムネスティ・インターナショナル日本編 差別と人権 絵本塾出版 726.1 藤子・F・不二雄 DORAEMON（４冊） 小学館

490.1 小林亜津子 QOLって何だろう 筑摩書房 367.6 アムネスティ・インターナショナル日本編 飢餓と貧困 絵本塾出版 726.1 古林海月作・画 麦ばあの島(全４巻） すいれん舎

538.9 的川泰宣 ニッポン宇宙開発秘史 NHK出版 369.3 ささきあり文 ぼくらがつくった学校 佼成出版社 748 朝日新聞社編 朝日新聞報道写真集 朝日新聞出版

686.7 和佐田貞一 列車ダイヤはこう進化を遂げた 交通新聞社 375.8 山本崇雄 「教えない授業」から生まれた英語教科書魔法のレシピ 三省堂 783.4 山中伸弥 友情 講談社

699.6 村上卓史 放送作家という生き方 イースト・プレス 375.8 小松原唯弘 英語の授業を楽しくする10分間の帯活動 三省堂 798 東京大学謎解き制作集団AnotherVision 東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状 扶桑社

910.2 小川剛生 兼好法師 中央公論新社 376.8 戸田恭子 文学部 ぺりかん社 <言語>

<文庫> 376.8 中村正人 社会学部・観光学部 ぺりかん社 830.7 ケリー・マクゴニガル スタンフォードの「英語ができる自分」になる教室 朝日出版社

B410.7 高濱正伸 読むだけで突然頭がよくなる算数の本 三笠書房 376.8 松井大助 看護学部・保健医療学部 ぺりかん社 <文学>

B913.6 早瀬利之 西郷内閣 双葉社 376.8 佐藤成美 理学部・理工学部 ぺりかん社 913.6 遠藤彩見 キッチン・ブルー 新潮社

B913.6 市川拓司 壊れた自転車でぼくはゆく 朝日新聞出版 377.9 唐沢明 大学生からはじめる社会人基礎力トレーニング 丸善出版 913.6 小嶋陽太郎 こちら文学少女になります 文藝春秋

B913.6 恒川光太郎 竜が最後に帰る場所 講談社 382.5 ウェルズ恵子 多文化理解のためのアメリカ文化入門 丸善出版 913.6 谷治宇 さなとりょう 太田出版

B913.6 恒川光太郎 雷の季節の終わりに 角川書店 388 バーバラ・コックス 世界恐怖図鑑(3・４巻） 文溪堂 913.6 藤崎彩織 ふたご 文藝春秋

B933.7 デボラ・インストール ロボット・イン・ザ・ガーデン 小学館 913.68 長山靖生編 詩人小説精華集 彩流社

B933.7 デボラ・インストール ロボット・イン・ザ・ハウス 小学館 420.7 齋藤勝裕 「物理・化学」の単位・記号がまとめてわかる事典 ベレ出版 933.7 バリ・ライ おいぼれミック あすなろ書房

B949.3 エヴァ・シュロス エヴァの震える朝 朝日新聞出版 421.2 中野董夫 相対性理論 岩波書店 <絵本>

<総記> 421.3 中嶋貞雄 量子力学（Ⅰ・Ⅱ） 岩波書店 E アンドリュー・ラーセン文 図書館を心から愛した男 六耀社

007.1 ニック・ボストロム スーパーインテリジェンス 日本経済新聞出版社 421.5 和達三樹 物理のための数学 岩波書店 <洋書絵本>

007.1 田口和裕 最新図解で早わかり人工知能がまるごとわかる本 ソーテック社 423 戸田盛和 力学 岩波書店 YE エドゥアルド・ウスペンスキー原作 チェブラーシカ-First Trip- 小学館

007.1 井元剛 平和を願う人工知能 日本工業新聞社 423.3 小出昭一郎 解析力学 岩波書店 YE エドゥアルド・ウスペンスキー原作 チェブラーシカ-The Circus is Coming- 小学館

007.3 セブ山 インターネット文化人類学 太田出版 423.7 恒藤敏彦 弾性体と流体 岩波書店 YE ケイト・クリッペンスティーン文 えいごおはなし絵本 小学館

007.3 佐藤佳弘編 脱!SNSのトラブル 武蔵野大学出版会 426.5 戸田盛和 熱・統計力学 岩波書店

023 宮田昇 出版の境界に生きる 太田出版 427 長岡洋介 電磁気学（Ⅰ・Ⅱ） 岩波書店

041 安藤宏編 ちくま近代評論選 筑摩書房 440 二間瀬敏史 宇宙用語図鑑 マガジンハウス

<歴史> 464.7 松井健二編 生きものたちをつなぐ「かおり」 フレグランスジャーナル社

210.02 苅米一志 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法 吉川弘文館 487.6 中島淳文 日本のドジョウ 山と溪谷社

210.09 松本郁代 天皇の即位儀礼と神仏 吉川弘文館 491.6 仲野徹 こわいもの知らずの病理学講義 晶文社

210.1 木村茂光編 大学でまなぶ日本の歴史 吉川弘文館

210.2 譽田亜紀子文 ときめく縄文図鑑 山と溪谷社

210.3 京樂真帆子 牛車で行こう! 吉川弘文館

291.62 るるぶ京都 JTBパブリッシング

　新着図書リスト（2月分）　　　　
　2月は104冊の図書を受け入れました。

<社会科学>

<自然科学>


