
書名 著者名 出版者 請求記号 図書記号 巻冊記号

質問する、問い返す　主体的に学ぶということ 名古谷 隆彦  著 岩波書店 002 124
Dropbox & Google Drive & OneDrive & Evernote完全(コンプリート)大事典 リンクアップ  著 技術評論社 007 430
読みたい心に火をつけろ!　学校図書館大活用術 木下 通子  著 岩波書店 017 18

本音を見抜く心理学 齊藤 勇  監修 新星出版社 140 80
神社の解剖図鑑 2　神様とご利益の深い関係の読み解き方 本間 美加子  著 エクスナレッジ 175 68 2
一日一生 2 酒井 雄哉  著 朝日新聞出版 188 172 2

海賊がつくった日本史 山田 順子  著 実業之日本社 210.1 97
the Chronicle 10　1990-94 新しい世界へ 共同通信社 210.7 312 10
the Chronicle 11　1995-99 未曽有の出来事 共同通信社 210.7 312 11
はじめての日本現代史　学校では“時間切れ”の通史 伊勢 弘志  著 芙蓉書房出版 210.7 313
中国の近現代史をどう見るか 西村 成雄  著 岩波書店 222 103 6
天才たちの日常　世界を動かすルーティーン テレビ東京  著 マガジンランド 280 57
シリーズ・実像に迫る　鍋島直茂 岩松 要輔  著 戎光祥出版 289.1 なへ

東大留学生ディオンが見たニッポン ディオン・ン・ジェ・ティン  著 岩波書店 302.1 52
知性の顚覆　日本人がバカになってしまう構造 橋本 治  著 朝日新聞出版 304 318
<図説>歴代アメリカ大統領百科 DK社  編 原書房 312 168
18歳選挙権に向けて 主権者教育のすすめ 藤井 剛  著 清水書院 314 42
series田園回帰 7　地域文化が若者を育てる 佐藤 一子  著 農山漁村文化協会 318 62 7
何が戦争を止めるのか 小原 凡司  [著] ディスカヴァー・21 319.8 176
戦争する国のつくり方　「戦前」をくり返さないために 海渡 雄一  編著 彩流社 326 91
お金ってなんだろう?　あなたと考えたいこれからの経済 長岡 慎介  著 平凡社 330 80
経済ニュースの「なぜ?」を読み解く11の転換点 田村 賢司  著 日経BP社 332 167
会社四季報 業界地図 2018年版 東洋経済新報社  編 東洋経済新報社 335 155 2018
世界一速く結果を出す人は、なぜ、メールを使わないのか ピョートル・フェリークス・グジバチ  著 SBクリエイティブ 336 254
いまさら聞けない ビットコインとブロックチェーン 大塚 雄介  [著] ディスカヴァー・21 338 159
中高生からの選挙入門 谷 隆一  著 ぺりかん社 366.2 1 別7
看護師という生き方 宮子 あずさ  著 筑摩書房 366.2 157
「被災者のニーズ」と「居住の権利」 市川 英恵  著 クリエイツかもがわ 369.31 202
イラストで学ぶスタディスキル図鑑 キャロル・ヴォーダマン  ほか著 創元社 375 72
「文系学部廃止」の衝撃 吉見 俊哉  著 集英社 377 149b
捨てられないTシャツ 都築 響一  編 筑摩書房 383.1 72
目からうろこ! 本当の意味いわれがわかる 冠婚葬祭のことば ことば舎  編著 評論社 385 42
スノーデン　日本への警告 エドワード・スノーデン  著 集英社 391 107
在日米軍　変貌する日米安保体制 梅林 宏道  著 岩波書店 392 63

測り方の科学史 2　原子から素粒子へ 西條 敏美  著 恒星社厚生閣 402 138 2
数学ガールの秘密ノート　積分を見つめて 結城 浩  著 SBクリエイティブ 410 300 14
ｵｰｹｽﾄﾗの指揮者をめざす女子高生に「論理力」がもたらした奇跡 永野 裕之  著 実務教育出版 414 47
データ分析の力 因果関係に迫る思考法 伊藤 公一朗  著 光文社 417 51
星座の探し方と神話がわかる　星座の図鑑 沼澤 茂美  著 誠文堂新光社 443 83
東京凸凹地形散歩　カラー版 今尾 恵介  著 平凡社 454 37
「生きものらしさ」をもとめて 大沢 文夫  著 藤原書店 464 26
里山さんぽ植物図鑑 宮内 泰之  監修 成美堂出版 470 106
続・ざんねんないきもの事典 今泉 忠明  監修 高橋書店 480 148 2
どんどん虫が見つかる本　虫を楽しむ!365日 鈴木 海花  著 文一総合出版 486 152
魚学入門 岩井 保  著 恒星社厚生閣 487 106
できない脳ほど自信過剰　パテカトルの万脳薬 池谷 裕二  著 朝日新聞出版 491.37 102
医学の勝利が国家を滅ぼす 里見 清一  著 新潮社 498.1 33
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街角図鑑 三土 たつお  編著 実業之日本社 501 107
小さな家の間取り解剖図鑑 本間 至  著 エクスナレッジ 527 52
Excel 最強の教科書　完全版 藤井 直弥  著 SBクリエイティブ 548.9 148
できるPowerPointパーフェクトブック 困った!&便利ワザ大全 井上 香緒里  著 インプレス 548.9 149
月居良子のまっすぐでつくれる服 月居 良子  著 学研プラス 593 48
あふれる元気! しらせの絶品力めし 海上自衛隊  協力 日東書院本社 596.2 87

築地市場のセリ人が教える旬の野菜 田村 善男  著 叢文社 626 30
現代広告論 岸 志津江  著 有斐閣 674 93
細密イラストで綴る 日本蒸気機関車史 片野 正巳  著 ネコ・パブリッシング 686 451
ビジュアル 日本の鉄道の歴史 1　明治〜大正前期編 梅原 淳  著 ゆまに書房 686 453 1

ようこそ! 西洋絵画の流れがラクラク頭に入る美術館へ とに〜  著 誠文堂新光社 723 212
世界まんが塾 大塚 英志  著 KADOKAWA 726 151
日本の伝統芸能を楽しむ　落語・寄席芸 大友 浩  著 偕成社 779 134
トラック走を極める! 陸上競技 中長距離 松井 一樹  監修 メイツ出版 782 75
最強プロに学ぶ フットサル個人技完全マスター 森岡 薫  著 誠文堂新光社 783.4 232
高校野球は頭脳が9割　新装版 後原 富  著 東邦出版 783.7 274b
沖縄を変えた男　栽弘義-高校野球に捧げた生涯 松永 多佳倫  著 集英社 783.7 333
茶人・小堀遠州の正体 矢部 良明  著 KADOKAWA 791 50
勝てる将棋の考え方　新・イメージと読みの将棋観 渡辺 明  著 日本将棋連盟 796 92

しっくりこない日本語 北原 保雄  著 小学館 810 263
伝わる言葉に“文章力”はいらない 宮澤 節夫  著 SBクリエイティブ 816 226
世にもおもしろい英語 小泉 牧夫  著 IBCパブリッシング 830 263

中原中也　沈黙の音楽 佐々木 幹郎  著 岩波書店 911.56 なか
シリーズ<本と日本史> 宣教師と『太平記』 神田 千里  著 集英社 913.43 54
枕草子のたくらみ　「春はあけぼの」に秘められた思い 山本 淳子  著 朝日新聞出版 914.3 27
茶席からひろがる漢詩の世界 諸田 龍美  著 淡交社 921 75

《自粛社会》をのりこえる 安 世鴻  編 岩波書店 IB 316
メディアに操作される憲法改正国民投票 本間 龍  著 岩波書店 IB 323
脳を守ろう　脳梗塞・認知症を予防するために 岩田 誠  著 岩波書店 IB 493
ルポ　どうなる?どうする?築地市場 永尾 俊彦  著 岩波書店 IB 675

噓つき女さくらちゃんの告白 青木 祐子  著 集英社 あお
野球部ひとり 朝倉 宏景  [著] 講談社 あさ
「八咫烏」シリーズ 4　空棺の烏 阿部 智里  著 文藝春秋 あへ
アキラとあきら 池井戸 潤  著 徳間書店 いけ
あやかし草子 千早 茜  著 集英社 ちは
本所おけら長屋 畠山 健二  著 PHP研究所 はた
「しゃばけ」シリーズ 16　とるとだす 畠中 恵  著 新潮社 はた
フォルトゥナの瞳 百田 尚樹  著 新潮社 ひや
あなたが愛した記憶 誉田 哲也  著 集英社 ほん
Wシリーズ 4　デボラ、眠っているのか? 森 博嗣  著 講談社 もり
Wシリーズ 5　私たちは生きているのか? 森 博嗣  著 講談社 もり
世にも奇妙なストーリー 百壁町の呪い 黒 史郎  責任編集 西東社 ん
5分後に後味の悪いラスト エブリスタ  編 河出書房新社 ん
卵を産めない郭公 ジョン・ニコルズ  [著] 新潮社 ニコ
母の記憶に ケン・リュウ  著 早川書房 リユ

岩波ブックレット
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又貸しした本を、友達が返していない！という人がいました。

督促で呼ばれたら、まず図書館に来て確認してください！

★　夏休み貸出の本を返却してください！ ★

紛失して探している人や、全部返したつもりでも1冊忘れていた人、
返却期限は 9月9日でした。延滞している人が沢山います！


