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朝日新聞縮刷版　2017年6月、7月 朝日新聞社 R071 6 17-6､7

平成29年版　警察白書 警察庁  編 日経印刷 R317 2 2017
平成29年版　経済財政白書 内閣府  編集 日経印刷 R330 5 2017
平成29年版　子供・若者白書 内閣府  編集 日経印刷 R367 5 2017
平成29年版　防災白書 内閣府  編集 日経印刷 R369 3 2017
子ども白書　2017 日本子どもを守る会  編 本の泉社 R369 4 2017
平成28年度　文部科学白書 文部科学省  編集 日経印刷 R373 2 2016
エネルギー白書　2017 経済産業省  編 経済産業調査会 R501 1 2017

VR<仮想現実>ビジネス成功の法則 日経産業新聞  編 日本経済新聞出版社 007 428
大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽 健  著 筑摩書房 007 429
図書館「超」活用術　 奥野 宣之  著 朝日新聞出版 015 5
正しいコピペのすすめ　模倣、創造、著作権と私たち 宮武 久佳  著 岩波書店 021 56

本物の思考力 出口 治明  著 小学館 141.5 71
「自分には価値がない」の心理学 根本 橘夫  著 朝日新聞出版 146 93
西郷隆盛 人を魅きつける力 童門 冬二  著 PHP研究所 159 479
中学生の質問箱　宗教ってなんだろう? 島薗 進  著 平凡社 160 32
一日一生 酒井 雄哉  著 朝日新聞出版 188 172 1

the Chronicle 3　1960-64  熱気の中で 共同通信社 210.7 312 4
the Chronicle 4　1965-69  反抗と模索と 共同通信社 210.7 312 5
くらべる時代　昭和と平成 おかべ たかし  文 東京書籍 210.7 314
アジア遊学　文化大革命を問い直す 土屋 昌明  編 勉誠出版 222 136
戦国武将の辞世　遺言に秘められた真実 加藤 廣  著 朝日新聞出版 281 141
聖徳太子　ほんとうの姿を求めて 東野 治之  著 岩波書店 289.1 しよ
読みなおす日本史　角倉素庵 林屋 辰三郎  著 吉川弘文館 289.1 すみ
ナポレオンと神 竹下 節子  著 青土社 289.3 ナホ
地図と地形で楽しむ 横浜歴史散歩 都市研究会  編 洋泉社 291.3 240

中国　とっくにクライシス、なのに崩壊しない“紅い帝国”のカラクリ 何 清漣  著 ワニ・プラス 302.22 58
自己責任社会の歩き方　生きるに値する世界のために 雨宮 処凛  著 七つ森書館 304 317
中学生の質問箱　国ってなんだろう? 早尾 貴紀  著 平凡社 311 71
自民党　「一強」の実像 中北 浩爾  著 中央公論新社 315 6
series田園回帰 3　田園回帰の過去・現在・未来 小田切 徳美  編著 農山漁村文化協会 318 62 3
series田園回帰 4　交響する都市と農山村 沼尾 波子  編著 農山漁村文化協会 318 62 4
紛争・対立・暴力　世界の地域から考える 西崎 文子  編著 岩波書店 319 323
日本国憲法はこうして生まれた 施行70年の歴史の原点を検証する 川村 俊夫  著 本の泉社 323 180
13歳からの日本国憲法 上田 勝美  監修 かもがわ出版 323 181
三菱グループの研究　最強組織の実像に迫る 菊地 浩之  著 洋泉社 335 193
日銀を知れば経済がわかる 池上 彰  著 平凡社 338 106b
Suicaが世界を制覇する　アップルが日本の技術を選んだ理由 岩田 昭男  著 朝日新聞出版 338 158
財政から読みとく日本社会　君たちの未来のために 井手 英策  著 岩波書店 342 9
町を住みこなす　超高齢社会の居場所づくり 大月 敏雄  著 岩波書店 365 23
「食」の図書館 32　バナナの歴史 ローナ・ピアッティ=ファーネル  著 原書房 383.8 96 32
「食」の図書館 33　サラダの歴史 ジュディス・ウェインラウブ  著 原書房 383.8 96 33
おはぎやまと学ぶ日本のしきたり 朝日新聞出版  編集 朝日新聞出版 385 41
組織の不条理　日本軍の失敗に学ぶ 菊澤 研宗  著 中央公論新社 396 6

人類の夢を育む天体「月」　月探査機かぐやの成果に立ちて 長谷部 信行  編 恒星社厚生閣 446 16
ザ・パーフェクト　日本初の恐竜全身骨格発掘記 土屋 健  執筆 誠文堂新光社 457 111
進化論の世界　生き物たちの歴史物語 ジェラード・チェシャー  著 創元社 467 105
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あなたはボノボ、それともチンパンジー? 古市 剛史  著 朝日新聞出版 489 102
良心をもたない人たち マーサ・スタウト  著 草思社 493 263

ツウになる!旅客機の教本　旅客機好きとの会話が盛り上がる! 秋本 俊二  著 秀和システム 538 180
世界戦略兵器体系 宇田川 敬介  著 青林堂 559 46
図説 コーヒー UCCコーヒー博物館  著 河出書房新社 619 29
セガvs.任天堂 ゲームの未来を変えた覇権戦争　下巻 ブレイク・J.ハリス  著 早川書房 673 164 2
100万回シェアされるコピー　いますぐ使えるウェブコピー「4つのルール」 橋口 幸生  著 誠文堂新光社 674 92
海駅図鑑　海の見える無人駅 清水 浩史  著 河出書房新社 686 450

新生オルセー美術館 高橋 明也  著 新潮社 706 42
美術展がもっと愉しくなる! マンガでわかる「日本絵画」の見かた 矢島 新  監修 誠文堂新光社 721 106
芸術新潮 日常こそ愛おしく､美しい「永遠のフェルメール」 吉田晃子 編 ほか 723 210
ARTIST to artist　未来の芸術家たちへ23人の絵本作家からの手紙 エリック・カール絵本美術館  ほか著 東京美術 726 150
めったに見られない瞬間!　世界写真遺産 ナショナルジオグラフィック  編著 二見書房 748 118
ギター音楽 リスナーズ・バイブル 朝川 博  著 アルテスパブリッシング 763 90
日本の伝統芸能を楽しむ　歌舞伎 矢内 賢二  著 偕成社 774 67
もっと得点を取るための バスケットボールフォーメーションバイブル 倉石 平  監修 日東書院本社 783.1 50
サッカーが劇的にうまくなる タニラダー・メソッド 谷 真一郎  著 扶桑社 783.4 228
ひもとロープの結び方手帳 主婦の友社  編 主婦の友社 786 25

<シリーズ>英文法を解き明かす③ 談話のことば 1 内田 聖二  編 研究社 835 101 3
<シリーズ>英文法を解き明かす④ 談話のことば 2 内田 聖二  編 研究社 835 101 4
すてきなドイツ語　CD1枚付 清水 紀子  著 白水社 840 13
戦争をよむ　70冊の小説案内 中川 成美  著 岩波書店 910.26 148
17音の青春 2017　五七五で綴る高校生のメッセージ 神奈川大学広報委員会  編 角川文化振興財団 911.36 13 2017

自死は、向き合える　遺族を支える、社会で防ぐ 杉山 春  著 岩波書店 IB 368
3.11後の子どもと健康　保健室と地域に何ができるか 大谷 尚子  著 岩波書店 IB 374
経済的徴兵制をぶっ潰せ!　戦争と学生 雨宮 処凛  著 岩波書店 IB 392

毒(ポイズン) 赤川 次郎  著 集英社 あか
裏用心棒譚　茜の茶碗 上田 秀人  著 徳間書店 うえ
ジャーニー・ボーイ 高橋 克彦  著 朝日新聞出版 たか
あきない世傳金と銀 4　貫流篇 高田 郁  著 角川春樹事務所 たか
緋の天空 葉室 麟  著 集英社 はむ
あとは野となれ大和撫子 宮内 悠介  著 KADOKAWA みや
ホルケウ英雄伝 この国のいと小さき者　上・下 山浦 玄嗣  著 KADOKAWA やま
生きてるうちに、さよならを 吉村 達也  著 集英社 よし
妖しい愛の物語　想いがつのる日本の古典! 古典の謎研究会  編 青春出版社 ん
5秒後に意外な結末　パンドラの赤い箱 桃戸 ハル  編著 学研プラス ん
10分間ミステリーTHE BEST 『このミステリーがすごい!』大賞編集部  編 宝島社 ん
米国人博士、大阪で主婦になる。 トレイシー・スレイター  著 亜紀書房 スレ
カーシア国3部作 3　ねらわれた王座 ジェニファー・A.ニールセン  作 ほるぷ出版 ニル
もうひとつのWONDER R.J.パラシオ  作 ほるぷ出版 ハラ
25年目の「ただいま」 5歳で迷子になった僕と家族の物語 サルー・ブライアリー  著 静山社 フラ

京都の凸凹を歩く 2 名所と聖地に秘められた高低差の謎 梅林 秀行  著 青幻舎 454 34 2
沖縄のこしたい店忘れられない味 中村 雅之  文 誠文堂新光社 596 127
美術屋・百兵衛　沖縄文化考/写真家・石川竜一 麗人社 702 162
沖縄の伝統工芸 沖縄文化社  編 沖縄文化社 750 52
新編 沖縄の文学　増補・改訂版 波照間 永吉  監修 沖縄時事出版 910.2 58

廊下にある新聞は、スクラップ課題用の新聞です。
準備には使わないでください！

岩波ブックレット

よみもの

修学旅行関連図書

古新聞がほしい人は図書館カウンターに来てください！
文化祭の準備は順調ですか??

500　技術．工学　/　600　産業

700　芸術．美術

800　言語　/　900　文学


