
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

<歴史> <芸術>

369.4 普光院亜紀 保育園は誰のもの 岩波書店 210.4 日本史史料研究会監修 信長軍の合戦史 吉川弘文館 726.1 こうの史代 ぼおるぺん古事記（全3巻） 平凡社

242 村治笙子文 図説エジプトの「死者の書」  新装版 河出書房新社 778.4 細野晴臣 映画を聴きましょう キネマ旬報社

<新書> 280.4 関川夏央 人間晩年図巻 岩波書店

210.7 相原秀起 一九四五占守島の真実 PHP研究所 280.4 関川夏央 人間晩年図巻 岩波書店 <言語>

289.1 黒瀧秀久 榎本武揚と明治維新 岩波書店 281 池井優 あの頃日本人は輝いていた 芙蓉書房出版 801.1 庄司博史編 世界の文字事典 丸善出版

302.3 加藤雅之 あきれた紳士の国イギリス 平凡社 288.4 山下晋司 いま知っておきたい天皇と皇室 河出書房新社 814 飯間浩明 辞書に載る言葉はどこから探してくるのか? ディスカヴァー・トゥエンティワン

319.8 古市憲寿 希望難民ご一行様 光文社 290.3 エドワード・ブルック=ヒッチング 世界をまどわせた地図 日経ナショナルジオグラフィック社 815.2 町田健監修 モノの数え方えほん 日本図書センター

331.2 伊藤誠 経済学からなにを学ぶか 平凡社 818 木部暢子 じゃっで方言なおもしとか 岩波書店

361.8 好井裕明 差別の現在 平凡社 818 篠崎晃一 誤解されやすい方言小辞典 三省堂

471 稲垣栄洋 雑草はなぜそこに生えているのか 筑摩書房 327.8 高岡健編 少年事件 心は裁判でどう扱われるか 明石書店

910.26 大本泉 作家のごちそう帖 平凡社 330 マーカス・ウィークス 10代からのマネー図鑑 三省堂 <文学>

914.6 坪内稔典 四季の名言 平凡社 331 リチャード・セイラー 行動経済学の逆襲 早川書房 910.26 谷崎潤一郎 河出書房新社

335.1 フィル・ナイト SHOE DOG 東洋経済新報社 913.6 羽田圭介 成功者K 河出書房新社

<文庫> 361.8 橘木俊詔 21世紀日本の格差 岩波書店 913.6 AAA あのとき、僕らの歌声は。 幻冬舎

B784.6 野口美惠 羽生結弦王者のメソッド 文藝春秋 367.2 岩田託子 図説英国レディの世界  新装版 河出書房新社 913.6 ふみー 魔女の家 KADOKAWA

B913.6 木村千世 双界幻幽伝 エンターブレイン 369.3 荒木一視 救援物資輸送の地理学 ナカニシヤ出版 913.6 星野智幸 呪文 河出書房新社

B913.6 仁科裕貴 座敷童子の代理人（４・５巻） KADOKAWA 375.1 校内放送研究所編 今日は何の日?366日大事典 あかね書房 913.6 北村薫 ヴェネツィア便り 新潮社

B913.6 倉狩聡 かにみそ KADOKAWA 376.8 ジョン・ファーンドン ケンブリッジ・オックスフォード合格基準 河出書房新社 913.6 高嶋哲夫 浮遊 河出書房新社

B913.6 高山羽根子 うどんキツネつきの 東京創元社 378 星山麻木 気になる子もみんないきいき保育 河出書房新社 913.6 伊坂幸太郎 ホワイトラビット 新潮社

B913.6 柚木麻子 ランチのアッコちゃん 双葉社 383.8 ジュリア・マレルバ絵と文 世界食べものマップ 河出書房新社 913.6 加藤シゲアキ チュベローズで待ってる 扶桑社

B913.6 向井湘吾 お任せ!数学屋さん ポプラ社 383.9 岩井宏實監修 絵引民具の事典  普及版 河出書房新社 913.6 山下貴光 筆跡はお見とおし 河出書房新社

B913.6 廣嶋玲子 鳥籠の家 東京創元社 388.1 常光徹 うわさと俗信 河出書房新社 913.6 赤瀬川原平 妄想科学小説 河出書房新社

B913.6 廣嶋玲子 妖怪の子預かります 東京創元社 913.6 三萩せんや 図書館ホスピタル 河出書房新社

B913.6 大倉崇裕 小鳥を愛した容疑者 講談社 913.68 エブリスタ編 5分後に戦慄のラスト 河出書房新社

B913.6 早見和真 イノセント・デイズ 新潮社 420 朝永振一郎 朝永振一郎 平凡社 913.68 エブリスタ編 5分後に涙のラスト 河出書房新社

B913.6 恒川光太郎 夜市 KADOKAWA 440 渡部潤一監修 天文キャラクター図鑑 日本図書センター 913.68 エブリスタ編 5分後に驚愕のどんでん返し 河出書房新社

B913.6 青崎有吾 風ケ丘五十円玉祭りの謎 東京創元社 457 マイケル・J.ベントンほか監修 生物の進化大図鑑 河出書房新社 914.6 稲垣足穂 稲垣足穂 平凡社

B913.6 藤野恵美 ハルさん 東京創元社 464.2 小林武彦 DNAの98%は謎 講談社 914.6 最果タヒ きみの言い訳は最高の芸術 河出書房新社

B913.6 遠藤遼 奈良町あやかし万葉茶房 双葉社 489.6 アナリサ・ベルタ編 世界のクジラ・イルカ百科図鑑 河出書房新社 914.68 阿川佐和子ほか ぱっちり、朝ごはん 河出書房新社

B933.7 イラナ・C.マイヤー 吟遊詩人の魔法（上・下） 東京創元社 498.5 左巻健男監修 食品添加物キャラクター図鑑 日本図書センター 914.68 阿川佐和子ほか ひんやりと、甘味 河出書房新社

B933.7 レイ・ブラッドベリ 何かが道をやってくる 東京創元社 498.6 嘉糠洋陸 なぜ蚊は人を襲うのか 岩波書店 914.68 赤瀬川原平ほか こんがり、パン 河出書房新社

B933.7 チャーリー・N.ホームバーグ 紙の魔術師 早川書房 499.8 指田豊 身近な薬用植物 平凡社 914.68 青木奈緒ほか うっとり、チョコレート 河出書房新社

B933.7 ケイト・ミルフォード 雪の夜は小さなホテルで謎解きを 東京創元社 914.68 青木玉ほか まるまる、フルーツ 河出書房新社

B933.7 レイ・ブラッドベリ ウは宇宙船のウ  新版 東京創元社 <技術> 914.68 青木玉ほか ずっしり、あんこ 河出書房新社

596.2 ガブリエーレ・ガリンベルティ 世界のおばあちゃん料理 河出書房新社 918 池澤夏樹個人編集 日本文学全集　枕草子　方丈記　徒然草 河出書房新社

<総記> 918 池澤夏樹個人編集 日本文学全集　平家物語 河出書房新社

031.4 荒俣宏監修 モノのはじまりえほん 日本図書センター <産業> 933.7 ミュリエル・スパーク 寝ても覚めても夢 河出書房新社

645.7 武光誠 猫づくし日本史 河出書房新社

<哲学> 685.5 吉田理宏 黄色いバスの奇跡 総合法令出版 <絵本>

100 マーカス・ウィークス 10代からの哲学図鑑 三省堂 686.5 清水浩史 海駅図鑑 河出書房新社 E パトリック・マクドネル作 おくりものはナンニモナイ あすなろ書房

159 日野原重明 生きていくあなたへ 幻冬舎 689.5 鎌田洋 ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと ソフトバンククリエイティブ E ジョイス・シドマン文 あさがくるまえに 岩波書店

159 茂木健一郎 最高の結果を引き出す質問力 河出書房新社

161 井上順孝編 21世紀の宗教研究 平凡社

　新着図書リスト（1月分）　　　　
1月は107冊の図書を受け入れました。

<社会科学>

<自然科学>

<ブックレット>


