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知の進化論　百科全書・グーグル・人工知能 野口 悠紀雄  著 朝日新聞出版 002 121
「考える人」は本を読む 河野 通和  [著] KADOKAWA 019 245
学びなおすと倫理はおもしろい 村中 和之  著 ベレ出版 130 22
自分を「平気で盛る」人の正体 和田 秀樹  著 SBクリエイティブ 141 138
どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺 和子  著 PHP研究所 159 477
芸術新潮　仁義なき聖書ものがたり 吉田晃子 編 ほか 193 72

教養としての「世界史」の読み方 本村 凌二  著 PHPエディターズ・グループ 204 46
土偶のリアル　発見・発掘から蒐集・国宝誕生まで 譽田 亜紀子  著 山川出版社 210.2 168
縄文とケルト　辺境の比較考古学 松木 武彦  著 筑摩書房 210.2 170
見て楽しむ　戦国の合戦と武将の絵事典 高橋 伸幸  著 成美堂出版 210.4 188
the Chronicle 1　1945-49 廃墟からの出発 共同通信社 210.7 312 1
the Chronicle 2　1950-54 平和への試練 共同通信社 210.7 312 2
the Chronicle 3　1955-59 豊かさを求めて 共同通信社 210.7 312 3
江戸→TOKYOなりたちの教科書 岡本 哲志  著 淡交社 213.6 44
噓だらけの日仏近現代史 倉山 満  著 扶桑社 235 47
マリー・アントワネットの髪結い ウィル・バショア  著 原書房 288.4 37
小早川秀秋　シリーズ・実像に迫る 黒田 基樹  著 戎光祥出版 289.1 こは

日本の女性議員　どうすれば増えるのか 三浦 まり  編著 朝日新聞出版 314 40
文部省の研究　「理想の日本人像」を求めた百五十年 辻田 真佐憲  著 文藝春秋 317 63
日本列島創生論　地方は国家の希望なり 石破 茂  著 新潮社 318 61
series田園回帰 1 田園回帰1%戦略 地元に人と仕事を取り戻す 藤山 浩  著 農山漁村文化協会 318 62 1
series田園回帰 2 総力取材人口減少に立ち向かう市町村 『季刊地域』編集部  編 農山漁村文化協会 318 62 2
戦争にチャンスを与えよ エドワード・ルトワック  著 文藝春秋 319 322
私にとっての憲法 岩波書店編集部  編 岩波書店 323 178
経済学が世界を殺す 「成長の限界」を無視した倫理なき資本主義 谷口 正次  著 扶桑社 331 177
社会学のエッセンス 世の中のしくみを見ぬく 友枝 敏雄  著 有斐閣 361 36
難民鎖国ニッポンのゆくえ 根本 かおる  著 ポプラ社 369.38 22
学び合う教室　金森学級と日本の世界教育遺産 金森 俊朗  [著] KADOKAWA 370 110
六年間のいのちの軌跡　子どもの育ちと絵画表現 鈴石 弘之  著 文化書房博文社 371 203
「食」の図書館 30　ソーセージの歴史 ゲイリー・アレン  著 原書房 383.8 96 30
「食」の図書館 31　脂肪の歴史 ミシェル・フィリポフ  著 原書房 383.8 96 31
スノーデン、監視社会の恐怖を語る 小笠原 みどり  著 毎日新聞出版 391 108

巨大ブラックホールの謎　宇宙最大の「時空の穴」に迫る 本間 希樹  著 講談社 408 19 2011
はじめまして数学　リメイク版 吉田 武  著 東海大学出版部 410 394
幾何学の不思議　遺跡・芸術・自然に現れたミステリー ミランダ・ランディ  著 創元社 414 45
科学者18人にお尋ねします。 宇宙には､だれかいますか? 佐藤 勝彦  監修 河出書房新社 440 195
歩いてわかった 地球のなぜ!? 松本 穂高  著 山川出版社 450 110
進化論の最前線 池田 清彦  著 集英社インターナショナル 467 103
身体が語る人間の歴史　人類学の冒険 片山 一道  著 筑摩書房 469 72
カラダはすごい! モーツァルトとレクター博士の医学講座 久坂部 羊  著 扶桑社 490 123
おかげさまで生きる 矢作 直樹  [著] 幻冬舎 490 124

列島縦断「幻の名城」を訪ねて 山名 美和子  著 集英社 521 130
首都圏発戦国の城の歩きかた 西股 総生  著 ベストセラーズ 521 131
ホットスポット ネットワークでつくる放射能汚染地図 NHK ETV特集取材班  著 講談社 539 204
砂糖の社会史 マーク・アロンソン  著 原書房 588 58
いろんな形&サイズが作れる　がま口がいっぱい 日本ヴォーグ社 594 91
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コスパ飯 成毛 眞  著 新潮社 596 126
おかずサラダ　野菜たっぷり、おかずにもおいしいサラダ100 カノウ ユミコ  著 誠文堂新光社 596.37 41
ほぼ70分で! フライパンちぎりパン 高山 かづえ オレンジページ 596.63 17

すごいぞ! 私鉄王国・関西 黒田 一樹  著 140B 686 445
路面電車の謎　思わず乗ってみたくなる「名・珍路線」大全 小川 裕夫  [著] イースト・プレス 686 449
人もチームもすぐ動く　ANAの教え方 ANAビジネスソリューション  著 KADOKAWA 687 36

ルーヴル美術館の歴史 ジュヌヴィエーヴ・ブレスク  著 創元社 706 43
ブリューゲルの世界 森 洋子  著 新潮社 723 209
かわいいナビ派 高橋 明也  監修・著 東京美術 723 211
フランツ・シューベルト　あるリアリストの音楽的肖像 ハンス=ヨアヒム・ヒンリヒセン  著 アルテスパブリッシング 762 130
吹奏楽のための音楽用語・記号辞典 シンコーミュージック・エンタテイメント 764.6 11
日本の伝統芸能を楽しむ 2　能・狂言 中村 雅之  著 偕成社 773 62
硬い体が驚くほど気持ち良く伸びる　自重ストレッチ 比嘉 一雄  著 日本文芸社 781 38
サッカー通訳戦記 戦いの舞台裏で“代弁者”が伝えてきた言葉と魂 加部 究  著 カンゼン 783.4 227
永遠(とわ)のPL学園　六〇年目のゲームセット 柳川 悠二  著 小学館 783.7 332
囲碁ＡＩ新時代 王 銘【エン】  著 マイナビ出版 795 31
最強の終盤　詰みと寄せの最重要手筋104 及川 拓馬  著 マイナビ出版 796 89

言葉から社会を考える　この時代に<他者>とどう向き合うか 東京外国語大学言語文化学部  編 白水社 801 84
アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 スティーブン E.ルーカス  著 SBクリエイティブ 809 104
<シリーズ>英文法を解き明かす 1 ことばの基礎① 内田 聖二  編 研究社 835 101 1
作家と楽しむ古典 池澤 夏樹  著 河出書房新社 910.2 55
平安人の心で「源氏物語」を読む 山本 淳子  著 朝日新聞出版 913.36 88

にじいろガーデン 小川 糸  著 集英社 おか
リケコイ。 喜多 喜久  著 集英社 きた
クララ殺し 小林 泰三  著 東京創元社 こは
どこかでベートーヴェン 中山 七里  著 宝島社 なか
ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のこと教えてくれた｡ 原田 まりる  著 ダイヤモンド社 はら
トマト・ゲーム 皆川 博子  著 早川書房 みな
Wシリーズ 2　魔法の色を知っているか? 森 博嗣  著 講談社 もり
Wシリーズ 3　風は青海を渡るのか? 森 博嗣  著 講談社 もり
書き下ろしミステリーアンソロジー　I Love Father 冲方 丁  著 宝島社 ん
彼方からの幻影 小林 泰三  著 創土社 ん
「いじめ」をめぐる物語 荻原 浩  著 朝日新聞出版 ん
カーシア国3部作 2　消えた王 ジェニファー・A.ニールセン  作 ほるぷ出版 ニル
3つ数えて走りだせ エリック・ペッサン  著 あすなろ書房 ヘツ

600　産業

700　芸術．美術

800　言語　/　900　文学

よみもの

長期貸出返却日は和書・洋書ともに９月９日（土）です！　忘れずに！

文化祭準備に役立つ本、これ以外にも沢山あります！

『ガムテープで

文字を書こう』
（727/43）

『文化祭でっかい物づくり

ハンドブック』

(750/40)

『文化祭

企画・アイディア事典』

(374/29b)

『学校を飾ろうよ』

(750/39)
『みんなでつくろう！

大型クラフト』

(750/20/1～6)

『文化祭企画読本』(374/28/1～3)
『文化祭展示・装飾ハンドブック』(374/54)

『まるごとペットボトルリサイクル工作ランド』(750/21)
『楽しいダンボール工作』(750/50)


