
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> <産業>

G830 神部孝 TOEFLテスト英単語3800  4訂版 旺文社 210.3 奈良文化財研究所監修 平城京のごみ図鑑 河出書房新社 678.3 上村雄彦ほか 自由貿易は私たちを幸せにするのか? コモンズ

<ブックレット> 210.4 小島道裕 中世の古文書入門 河出書房新社 689.8 真野洋介編 まちのゲストハウス考 学芸出版社

369.3 海南友子 あなたを守りたい 子どもの未来社 291.6 甲斐みのり 京都おでかけ帖 祥伝社

372.1 教育史学会編 教育勅語の何が問題か 岩波書店 292.1 ウェンディ・E.シモンズ 北朝鮮を撮ってきた! 原書房 <芸術>

516.8 樫田秀樹 リニア新幹線が不可能な7つの理由 岩波書店 701.4 サム・タプリン文 101のビジュアル・イリュージョン 東京書籍

702.1 西谷大編 ニセモノ図鑑 河出書房新社

<新書> 302.1 ブレイディみかこ THIS IS JAPAN 太田出版 723 池上英洋監修 マンガでわかる「西洋絵画」の見かた 誠文堂新光社

002 汐見稔幸 人生を豊かにする学び方 筑摩書房 302.5 越智道雄 ニューヨークからアメリカを知るための76章 明石書店 726.1 YANAMi監修・イラスト ポーズと構図の法則 廣済堂出版

159.7 安部博枝 自分のことがわかる本 岩波書店 302.7 越智道雄 オーストラリアを知るための58章  第3版 明石書店 726.1 摩耶薫子 着物の描き方 ホビージャパン

159.7 架神恭介 リアル人生ゲーム完全攻略本 筑摩書房 316.8 徐京植 在日朝鮮人ってどんなひと? 平凡社 726.1 オカヤイヅミ おあとがよろしいようで 文藝春秋

302.2 青山弘之 シリア情勢 岩波書店 320.9 山下友信編集代表 ポケット六法 有斐閣 726.6 ヨシタケシンスケ あるかしら書店 ポプラ社

335.1 ギルバート 夢を追いかける起業家たち 西村書店 754.9 布施知子 包みと袋のおりがみ 誠文堂新光社

<文庫> 336.4 コール・ヌッスバウマー・ナフリック Google流資料作成術 日本実業出版社 778 鍵和田啓介 みんなの映画100選 オークラ出版

B141.5 上田正仁 東大物理学者が教える「考える力」の鍛え方 PHP研究所 376.1 柴田愛子 こどものみかた春夏秋冬 福音館書店

B377.9 森川友義 大学4年間で絶対やっておくべきこと KADOKAWA 383.8 中村耕史 クックパッドデータから読み解く食卓の科学 商業界 <言語>

B379.7 古市幸雄 無理なく続けられる人の時間術 大和書房 833.4 山田雅重 日英ことわざ文化事典 丸善出版

B720.4 ヴァシリー・カンディンスキー 点と線から面へ 筑摩書房

B913.6 青柳碧人 西川麻子は地理が好き。 文藝春秋 402.1 太田浩司監修 江戸の科学大図鑑 河出書房新社 <文学>

B913.6 大崎梢 だいじな本のみつけ方 光文社 460.4 堀川大樹 クマムシ博士の「最強生物」学講座 新潮社 910.26 村上春樹 村上春樹翻訳<ほとんど>全仕事 中央公論新社

B913.6 坂木司 青空の卵 東京創元社 480.4 今泉忠明監修 ざんねんないきもの事典 高橋書店 913.6 椎野直弥 僕は上手にしゃべれない ポプラ社

B913.6 坂木司 仔羊の巣 東京創元社 480.4 早川いくを へんな生きもの へんな生きざま エクスナレッジ 913.6 近藤史恵 シャルロットの憂鬱 光文社

B913.6 坂木司 動物園の鳥 東京創元社 480.4 ブルック・バーカー せつない動物図鑑 ダイヤモンド社 913.6 青羽悠 星に願いを、そして手を。 集英社

B913.6 山本幸久 ある日、アヒルバス 実業之日本社 482.1 小宮輝之 日本人と動物の歴史 ゆまに書房 913.6 松久淳 麻布ハレー 誠文堂新光社

B913.6 相川真 君と星の話をしよう 集英社 913.6 佐藤亜紀 スウィングしなけりゃ意味がない KADOKAWA

B946 河原理子 フランクル『夜と霧』への旅 朝日新聞出版 <技術> 913.6 桃戸ハル編 5分後に思わず涙。 学研プラス

504 英『エコノミスト』編集部 2050年の技術 文藝春秋 913.6 桃戸ハル編 5分後に思わず涙。 学研プラス

<哲学> 520 アフロ 世界の天空の城 青幻舎

031.8 杉村喜光編 異名・ニックネーム辞典 三省堂 527 アレクサンドラ・ミジェリンスカ ハ.ウ.ス. グラフィック社 <絵本>

539 ブルーノ・テルトレ カラー世界の原発と核兵器図鑑 西村書店 E あまんきみこ 青葉の笛 ポプラ社

596.4 JIYU5074Labo 自由学園最高の「お食事」 新潮社

596.6 郷土菓子研究社・林周作 世界の郷土菓子 河出書房新社

596.6 杉井ステフェス淑子 琥珀糖のレシピ 池田書店

　新着図書リスト（10月分）　　　　
　10月は68冊の図書を受け入れました。

<社会科学>

<自然科学>

<学習参考書>


