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朝日・毎日・読売社説総覧　2017年1～3月 明文書房編集部  編集 明文書房 R071 7 2017-1

平成29年版　介護白書　老健施設の立場から 全国老人保健施設協会  編集 オフィスTM R364 3 2017

情報　第2版　東京大学教養学部テキスト 山口 和紀  編 東京大学出版会 007 282b
AIが同僚　あなたは一緒にたのしく働けるか 日経トップリーダー  編 日経BP社 007 432

日本文化をよむ　5つのキーワード 藤田 正勝  著 岩波書店 121 82
『朱子語類』訳注　巻113〜116 垣内 景子  編 汲古書院 125 8
アウグスティヌス　「心」の哲学者 出村 和彦  著 岩波書店 132 8
第三の脳　皮膚から考える命、こころ、世界 傳田 光洋  著 朝日出版社 141 139
面と向かっては聞きにくい イスラム教徒への99の大疑問 佐々木 良昭  著 プレジデント社 167 31
出羽三山　山岳信仰の歴史を歩く 岩鼻 通明  著 岩波書店 188 173

ジェンダーから見た世界史　歴史を読み替える 三成 美保  編 大月書店 209 169
記録された記憶　東洋文庫の書物からひもとく世界の歴史 東洋文庫  編 山川出版社 209 170
渡来氏族の謎　 加藤 謙吉  [著] 祥伝社 210.3 195
それ、時代ものにはNGです 若桜木 虔  著 叢文社 210.5 249
「日本スゴイ」のディストピア　戦時下自画自賛の系譜 早川 タダノリ  著 青弓社 210.7 315
鏡が語る古代史 岡村 秀典  著 岩波書店 222 135
正義の声は消えない 反ナチス・白バラ抵抗運動の学生たち ラッセル・フリードマン  著 汐文社 234 82
矢内原忠雄　戦争と知識人の使命 赤江 達也  著 岩波書店 289.1 やな
ブラタモリ 10　富士の樹海 富士山麓 大阪 大坂城 知床 NHK「ブラタモリ」制作班  監修 KADOKAWA 291 247 10
ニッポンを解剖する!東京図鑑 JTBパブリッシング 291.3 241

北朝鮮の日常風景 石 任生  撮影 コモンズ 302.21 26
ナショナリズムの正体 半藤 一利  著 文藝春秋 311 72
平成の天皇制とは何か　制度と個人のはざまで 吉田 裕  編 岩波書店 313 10
どうなる世界経済　入門国際経済学 伊藤 元重  著 光文社 333 88
人口減少時代の土地問題 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ 吉原 祥子  著 中央公論新社 334 60
「想い」と「アイデア」で世界を変える 中台 澄之  著 SBクリエイティブ 335 198
誰でもできる新ビジネス発見法　ｽﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽを始めるすべての方へ 飯田 順  著 税務経理協会 335 199
マイクロソフト伝説マネジャーの世界No.1プレゼン術 澤 円  著 ダイヤモンド社 336 255
日本人の「あたりまえ」に世界が感動するその理由 マックス桐島  著 実務教育出版 361.42 61
気をつけよう!ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｲﾄ・ﾌﾞﾗｯｸ企業 1 ﾀｲﾑｶｰﾄﾞを押してから残業!? ブラックバイトから子どもたちを守る会  編 汐文社 366.1 15 1
気をつけよう!ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｲﾄ・ﾌﾞﾗｯｸ企業 2 テストなのに休めない!? ブラックバイトから子どもたちを守る会  編 汐文社 366.1 15 2
気をつけよう!ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｲﾄ・ﾌﾞﾗｯｸ企業 3 ノルマ達成できないと罰金!? ブラックバイトから子どもたちを守る会  編 汐文社 366.1 15 3
臨床心理士になる方法 斉藤 智弘  著 青弓社 366.2 160
司法書士試験 独学で働きながら合格する方法 石動 龍  著 中央経済社 366.2 161
ひとりから始める　「市民起業家」という生き方 川口 和正  著 同友館 366.2 162
少女売買　インドに売られたネパールの少女たち 長谷川 まり子  著 光文社 368 113
子どもと貧困の戦後史 相澤 真一  著 青弓社 369 273
日本の制服150年　イラストで見る制服のデザイン 渡辺 直樹  著 青幻舎 383.1 74
「食」の図書館 38　ホットドッグの歴史 ブルース・クレイグ  著 原書房 383.8 96 38
世界の祝祭日の事典 中野 展子  著 東京堂出版 386 90

信じちゃいけない身のまわりのカガク 渋谷研究所X  著 立東舎 404 225
図解 身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻 健男  編著 明日香出版社 404 226
科学をめざす君たちへ　変革と越境のための新たな教養 科学技術振興機構研究開発戦略ｾﾝﾀｰ 編 科学技術振興機構研究開発戦略センター 404 227

科学の技法　東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト
東京大学教養教育高度化機構
初年次教育部門  編 東京大学出版会 407 82

睡眠の科学　なぜ眠るのか なぜ目覚めるのか 櫻井 武  著 講談社 408 19 2026
重力波で見える宇宙のはじまり ピエール・ビネトリュイ  著 講談社 408 19 2027
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「なぜ?どうして?」をとことん考える高校数学 南 みや子  著 ベレ出版 410 397
雲の中では何が起こっているのか 荒木 健太郎  著 ベレ出版 451 213
地層の見方がわかるフィールド図鑑 青木 正博  著 誠文堂新光社 455 31
歌うカタツムリ　進化とらせんの物語 千葉 聡  著 岩波書店 484 17
脳はなぜ都合よく記憶するのか ジュリア・ショウ  著 講談社 491.37 103
スマホ断食　ネット時代に異議があります 藤原 智美  著 潮出版社 493 266
グレート・インフルエンザ ジョン・バリー  著 共同通信社 493 267
子どものうちに知っておきたい!　おしゃれ障害 岡村 理栄子  監著 少年写真新聞社 494 35

202X建築テクノロジー　先端技術が仕事と建物を変える 日経アーキテクチュア  編 日経BP社 520 89
崩れた原発「経済神話」　柏崎刈羽原発から再稼働を問う 新潟日報社原発問題特別取材班  著 明石書店 539 206
戦争がつくった現代の食卓 アナスタシア・マークス・デ・サルセド  著 白揚社 588 59

「結農」論　小さな農家が集まって70億の企業ができた 木内 博一  著 亜紀書房 611 96
たまご大事典 「小学生」「主婦」「業界人」の、すべての疑問に答える! 高木 伸一  著 工学社 648 17
ミルク日記　毎日を元気に過ごすためのミルクの本 チーム・ミルクジャパン  著 ポプラ社 648 18
どん底から生まれた宅急便 都築 幹彦  著 日本経済新聞出版社 673 170
広告をナメたらアカンよ。 そこにはいつも「ﾎﾝﾄ」があらわれる。 山本 高史  著 宣伝会議 674 95
パケ買いしたくなる!ヒット商品のデザイン PIE BOOKS  編著 パイインターナショナル 675 131 2
ロボットアニメビジネス進化論 五十嵐 浩司  著 光文社 675 156

すぐわかる　東洋の美術 竹内 順一  監修 東京美術 702 163
最期の絵　絶筆をめぐる旅 窪島 誠一郎  著 芸術新聞社 723 214
濱直史 和の立体切り絵　伝承折り紙をモチーフに四季を飾る 濱 直史  著 誠文堂新光社 754 79
コンスタンツェ・モーツァルト　「悪妻」伝説の虚実 小宮 正安  著 講談社 762 131
ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 勇気を与えてくれるメダリストの言葉 国際アスリート研究会  編 ゴマブックス 780 340
山登り語辞典　登山にまつわる言葉をイラストと豆知識でヤッホーと読み解く 鈴木 みき  著 誠文堂新光社 786.1 106
名棋士100の言葉　困難に打ち勝つための処方箋 椎名 龍一  編 宝島社 796 96

文は一行目から書かなくていい 藤原 智美  著 小学館 816 227
世界の英語ができるまで 唐澤 一友  著 亜紀書房 830 265

夏目漱石解体全書 香日 ゆら  著 河出書房新社 910.26 なつ
漱石入門 石原 千秋  著 河出書房新社 910.26 なつ
夏目漱石　百年後に逢いましょう 奥泉 光  責任編集 河出書房新社 910.26 なつ
夏目漱石博物館　絵で読む漱石の明治 石崎 等  著 彰国社 910.26 なつ

福袋　 朝井 まかて  著 講談社 あさ
広域指定 安東 能明  著 新潮社 あん
ツバキ文具店 2　キラキラ共和国 小川 糸  著 幻冬舎 おか
天に星 地に花　上・下 帚木 蓬生  著 集英社 はは
薬屋のタバサ 東 直子  著 新潮社 ひか
平家物語 犬王の巻 古川 日出男  著 河出書房新社 ふる
X'mas Stories　一年でいちばん奇跡が起きる日 朝井 リョウ  著 新潮社 ん
現代の小説2017　短篇ベストコレクション 日本文藝家協会  編 徳間書店 ん
サマーと幸運の小麦畑 シンシア・カドハタ  著 作品社 カト
テヘランでロリータを読む アーザル・ナフィーシー 著 白水社 ナフ
浮いちゃってるよ、バーナビー! ジョン・ボイン  著 作品社 ホイ
哲学者とオオカミ　愛・死・幸福についてのレッスン マーク・ローランズ  著 白水社 ロラ

沖縄戦を生きぬいた人びと 吉川 麻衣子  著 創元社 219.9 108
沖縄の戦争遺跡　<記憶>を未来につなげる 吉浜 忍  著 吉川弘文館 219.9 109
沖縄の環境・平和・自治・人権 日本環境会議沖縄大会実行委員会  編 七つ森書館 519 252

この経験を活かして自分が出来ることを
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図書館の資料で振り返りながら探してみましょう。

800　言語
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よみもの

沖縄修学旅行の振り返りはしましたか？

修学旅行関連図書

現地で学んだことを忘れないうちに、


