
分類番号 主書名 著　者 出版社

岩波新書（赤版・ジュニア）
070.16 ジャーナリストという仕事 斎藤／貴男∥著

210.3 蘇我氏の古代 吉村／武彦∥著

210.38 中世社会のはじまり 五味／文彦∥著

219.9 日本にとって沖縄とは何か 新崎／盛暉∥著

221.07 新・韓国現代史 文京洙∥著

291.62 京都の歴史を歩く 小林／丈広　ほか

302.22 香港　中国と向き合う自由都市 倉田／徹　　張　彧　暋∥著

304 日本病　長期衰退のダイナミクス 金子／勝　児玉／龍彦∥著

901.1 詩の寺子屋 和合／亮一∥著

910.26 村上春樹は、むずかしい 加藤／典洋∥著

910.26 姜尚中と読む夏目漱石 姜／尚中∥著

岩波ブックレット
319.8 君が戦争を欲しないならば 高畑／勲∥著

319.8 アメリカ人が伝えるヒロシマ　「平和の文化」をつくるために スティーブン・リーパー∥著

377.1 学問の自由と大学の危機 広田／照幸ほか

501.6 データでわかる世界と日本のエネルギー大転換 レスター・R.ブラウン　ほか

311.7 いまこそ民主主義の再生を！　新しい政治参加への希望 中野／晃一，ほか

講談社ブルーバックス新書
141.51 自分では気づかない、ココロの盲点　本当の自分を知る練習問題８０ 池谷／裕二∥著

145.1 意識と無意識のあいだ　「ぼんやり」したとき脳で起きていること マイケル・コーバリス∥著ほか

491.8 免疫が挑むがんと難病　現代免疫物語ｂｅｙｏｎｄ 岸本／忠三∥著　中嶋／彰∥著

407 研究者としてうまくやっていくには　組織の力を研究に活かす 長谷川／修司∥著

410 数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦　関数編 山下／光雄∥著

411 マンガ「代数学」超入門　足し算、引き算から２次方程式まで ラリー・ゴニック∥　ほか

545.88 すごい家電　いちばん身近な最先端技術 西田／宗千佳∥著

548.29 実例で学ぶＲａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉ電子工作　作りながら応用力を身につける 金丸／隆志∥著

その他の新書

159 イライラしない本　ネガティブ感情の整理法 齋藤／孝∥著 幻冬舎

318.3 県庁そろそろクビですか？　「はみだし公務員」の挑戦 円城寺／雄介∥著 小学館

367.21 貧困女子のリアル 沢木／文∥著 小学館

376.8 受験うつ　どう克服し、合格をつかむか 吉田／たかよし∥著 光文社

388.1 だれが幸運をつかむのか　昔話に描かれた「贈与」の秘密 山／泰幸∥著 筑摩書房

なるにはBooks

369.17 介護福祉士になるには 渡辺／裕美∥編著 ぺりかん社

407 理系学術研究者になるには 佐藤／成美∥著 ぺりかん社

文庫本
361.85 今日からワーキングプアになった　底辺労働にあえぐ３４人の素顔 増田／明利∥著 彩図社

689.8 わたしはコンシェルジュ　けっしてＮＯとは言えない職業 阿部／佳∥〔著〕 講談社

913.6 窓 乃南／アサ∥〔著〕 講談社

913.6 幻想古書店で珈琲を 蒼月／海里∥著 角川春樹事務所

913.6 きょうの日はさようなら 一穂／ミチ∥著 集英社

933 わたしを離さないで カズオ・イシグロ∥著　 早川書房

723.05 近代美術の巨匠たち 高階／秀爾∥著 岩波書店

933 世界最強の商人 オグ・マンディーノ∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

一般書
007 今すぐ使えるかんたんホームページＨＴＭＬ＆ＣＳＳ入門 リブロワークス∥著 技術評論社

7.64 世界一わかりやすいＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ　＆　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ操作とデザインの教科書 ピクセルハウス∥著 技術評論社

019.12 読んだつもりで終わらせない名著の読書術 樋口／裕一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

033 世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え　世界の第一人者は子どもの質問にこう答える ジェンマ・エルウィン・ハリス∥編　 河出書房新社

159 やさしくなれたら、あなたはもう一人ぼっちじゃない。 ドロシー・ロー・ノルト∥詩　坂東／眞理子∥解説 マガジンハウス

288.3 真田三代と真田丸のすべて 小和田／哲男∥監修 小学館

288.49 世界歴代王朝・王名ハンドブック ジョン・Ｅ．モービー∥著 柊風舎
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290.93 ３６５日、今日行くべき世界で一番すばらしい場所 サラ・バクスター∥編著　 日東書院本社

307 現代社会の最新時事　２０１６～１７年版　大学入試 清水／雅博∥著 学研教育出版

R-351 データでみる県勢　２０１６ 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

365.3 フグ田マスオさん家を買う。　物件の決め方・ローンの組み方の安心鉄則 峰尾／茂克∥著 河出書房新社

R-369.3 世界と日本の激甚災害事典　住民からみた１００事例と東日本大震災 北嶋／秀明∥著 丸善出版

376.41 どんな高校生が大学、社会で成長するのか　「学校と社会をつなぐ調査」からわかった伸びる高校生のタイプ 溝上／慎一∥責任編集　 学事出版

377 留学ライフ　２０１６年版春・夏号　特集春・夏の留学とホームステイ ＩＣＣ（株）

385.9 英語生活マナーブック　海外で幸せに暮らすための１８０のチェックリスト ジェームス・Ｍ．バーダマン∥著 ＩＢＣパブリッシング

402.97 南極読本　隊員が語る寒冷自然と観測の日々 南極ＯＢ会編集委員会∥編 成山堂書店

402.97 北極読本　歴史から自然科学、国際関係まで 南極ＯＢ会編集委員会∥編 成山堂書店

440-イ 天文学の図鑑　星座や太陽の動きから恒星・宇宙のしくみまで 池田／圭一∥著　縣／秀彦∥監修 技術評論社

451-ｷ 気象の図鑑　空と天気の不思議がわかる 筆保／弘徳∥監修・著　 技術評論社

457.32 エディアカラ紀・カンブリア紀の生物 土屋／健∥著 技術評論社

457.33 オルドビス紀・シルル紀の生物 土屋／健∥著 技術評論社

457.33 石炭紀・ペルム紀の生物 土屋／健∥著 技術評論社

457.33 デボン紀の生物 土屋／健∥著 技術評論社

457.35 ジュラ紀の生物 土屋／健∥著 技術評論社

457.35 三畳紀の生物 土屋／健∥著 技術評論社

457.35 白亜紀の生物　上巻　下巻 土屋／健∥著 技術評論社

465 微生物が地球をつくった　生命４０億年史の主人公 ポール・Ｇ．フォーコウスキー∥著 青土社

465 地球とヒトと微生物　身近で知らない驚きの関係 山中／健生∥著 技術評論社

R-470.38 日本の野生植物　１　ソテツ科～カヤツリグサ科 大橋／広好∥　ほか編 平凡社

R-482 世界の動物遺産　世界編 集英社

R-482 世界の動物遺産　日本編 集英社

491.32 身体（からだ）をめぐるリンパの不思議　リンパの流れが病気を防ぐ 中西／貴之∥著 技術評論社

493.14 Ｑ＆Ａでよくわかるアレルギーのしくみ　アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、花粉症、気管支ぜんそくの最新科学 斎藤／博久∥著 技術評論社

493.73 マンガでわかる大人のＡＤＨＤコントロールガイド 福西／勇夫∥著　福西／朱美∥著 法研

493.76 発達障害の自分の育て方 岩本／友規∥著 主婦の友社

498.5 シリコンバレー式自分を変える最強の食事 デイヴ・アスプリー∥著　 ダイヤモンド社

498.5 夜中にラーメンを食べても太らない技術 伊達／友美∥著 扶桑社

498.55 人のアブラはなぜ嫌われるのか　脂質「コレステロール・中性脂肪など」の正しい科学 近藤／和雄∥著 技術評論社

507.29 弁理士 久門／保子∥著 新水社

527.02 日本の名作住宅の間取り図鑑　暮らしが変われば住まいのカタチも変わる 大井／隆弘∥著 エクスナレッジ

590 モノは好き、でも身軽に生きたい。 本多／さおり∥著 大和書房

590 すごい家事　人生の「掃除の時間」をグッと縮める 松橋／周太呂∥著 ワニブックス

595.6 やせれば美人 高橋／秀実∥著 ＰＨＰ

596.04 文豪の食卓 宮本／徳蔵∥著 白水社

597.5 捨てられずにいる不要品の「捨てどき」がわかる本　考える時間は５秒だけ 中山／真由美∥著 扶桑社

597.5 もっと知りたいパリの収納　Ｈｏｎｄａ’ｓ　Ｅｙｅ　ｉｎ　Ｐａｒｉｓ 本多／さおり∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

629.66 私のタコ　デンマークにも誕生「タコの滑り台」 西山貞子 著 文芸社

645.6 かぼすちゃんとおさんぽ。　かぼす・つつじ・ぎんなんのほのぼの生活 かぼすママ∥著 ワニブックス

645.7 ネコのキモチ解剖図鑑　ネコに好かれる暮らし方ガイド 服部／幸∥監修 エクスナレッジ

645.7 フクマリ　フクロウと子猫 永原／律子∥監修／撮影 リブレ出版

646.9 みつばち高校生　富士見高校養蜂部物語 森山／あみ∥著 リンデン舎

669 塩　地球からの贈り物 片平／孝∥著 ＰＨＰ研究所

689.5 東京ディズニーリゾート植物ガイド　１３８種の植物を掲載！ 畑山／信也∥企画・文・写真　 講談社

726 tutti!　1 片桐了 著 小学館

726 tutti!　2 片桐了 著 小学館

726 tutti!　3 片桐了 著 小学館

778.4 デジカメとパソコンでできる映画制作ワークショップ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＷＯＲＫＳＨＯＰ 西村／安弘∥編著 フィルムアート社

809.2 心を揺さぶる語り方　人間国宝に話術を学ぶ 一龍斎／貞水∥著 日本放送出版協会

813.7 朝日キーワード　２０１７ 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版

818 滅びゆく日本の方言 佐藤／亮一∥著 新日本出版社

小説
913.6 円尾坂の仕立屋 悪ノＰ∥著 ＰＨＰ研究所

913.6 消滅　ＶＡＮＩＳＨＩＮＧ　ＰＯＩＮＴ 恩田／陸∥著 中央公論新社

913.6 スーツケースの半分は 近藤／史恵∥著 祥伝社

913.6 その時の教室 谷原／秋桜子∥著 東京創元社

913.6 死んでいない者 滝口／悠生∥著 文藝春秋



913.6 年下のセンセイ 中村／航∥著 幻冬舎

913.6 悲録伝 西尾　維新 【著】 講談社

913.6 業物語 西尾／維新∥著 講談社

913.6 ロマンシエ 原田／マハ∥著 小学館

913.6 惑星カロン 初野／晴∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 あの家に暮らす四人の女 三浦／しをん∥著 中央公論新社

933 ニンジャスレイヤー①　ネオサイタマ炎上 ブラッドレー・ボンド　ほか エンターブレイン

933 ニンジャスレイヤー②　ネオサイタマ炎上 ブラッドレー・ボンド　ほか エンターブレイン

943 片手の郵便配達人 グードルン・パウゼヴァング∥〔著〕 みすず書房

983 図書館大戦争 ミハイル・エリザーロフ∥著　 河出書房新社

914.6 倒れるときは前のめり 有川／浩∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ


