
書名 著者名 出版者 請求記号図書記号 巻冊記号

現代用語の基礎知識 自由国民社  編集 自由国民社 R031 68 2018
「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷 裕子  編 東京堂出版 R814.5 21
日英ことわざ文化事典 山田 雅重  著 丸善出版 R833 107
平家物語作中人物事典 西沢 正史  編 東京堂出版 R913 7

「感謝」で思考は現実になる パム・グラウト  著 サンマーク出版 147 47

歴史を社会に活かす 歴史学研究会  編 東京大学出版会 204 48
沖縄戦と原爆投下　漫画家たちの戦争 中沢 啓治  [ほか]著 金の星社 210.7 249 7
携帯東京古地図散歩　浅草編 原島 広至  著 青幻舎 213.6 45 1
真田松代藩の財政改革　『日暮硯』と恩田杢 笠谷 和比古  著 吉川弘文館 215.2 4

はじめての行政学 伊藤 正次  著 有斐閣 317 64
21世紀の戦争と平和　きみが知るべき日米関係の真実 孫崎 享  著 徳間書店 319 326
オバマ大統領がヒロシマを訪れた日 広島テレビ放送  編 ポプラ社 319.8 177
「この人なら」と慕われるリーダーになれる 佐々木 順子  著 サンマーク出版 361.43 21
えた非人　社会外の社会 柳瀬 勁介  著 河出書房新社 361.8 49
質的社会調査の方法　他者の合理性の理解社会学 岸 政彦  著 有斐閣 361.9 15
世界の愛らしい子ども民族衣装 国際服飾学会  監修 エクスナレッジ 383.1 73
「食」の図書館　39　トウガラシの歴史 ヘザー・アーント・アンダーソン  著 原書房 383.8 96 39

理工系なら必ず知っておきたい英語論文を読みこなす技術 福田 尚代  著 誠文堂新光社 407 85
大学数学ほんとうに必要なのは『集合』 大蔵 陽一  著 ベレ出版 410 398
地図はどのようにして作られるのか 山岡 光治  著 ベレ出版 448 48
地球について、まだわかっていないこと 山賀 進  著 ベレ出版 450 111
激動の日本列島誕生の物語　列島誕生ジオ・ジャパン 「列島誕生ジオ・ジャパン」制作班  監修 宝島社 455 32
ヒラメ・カレイのおもてとうら 山下 洋  著 恒星社厚生閣 487 108
鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上 和人  著 新潮社 488 108
描かれた病　疾病および芸術としての医学挿画 リチャード・バーネット  著 河出書房新社 490 127

建築 未来への遺産 鈴木 博之  著 東京大学出版会 520 90
日本の家　1945年以降の建築と暮らし 保坂 健二朗  監修 新建築社 527 53
ドローンが拓く未来の空　飛行のしくみを知り安全に利用する 鈴木 真二  著 化学同人 538 182
コンピュータに記憶を与えた男 ジェーン・スマイリー  著 河出書房新社 548.2 28
ザ・フード・ラボ　料理は科学だ J.ケンジ・ロペス=アルト  著 岩崎書店 596 129

神視点マーケティング 富澤 豊  著 日本実業出版社 675 154
宅配がなくなる日　同時性解消の社会論 松岡 真宏  著 日本経済新聞出版社 675 157

近代絵画史　カラー版  ロマン主義、印象派、ゴッホ 高階 秀爾  著 中央公論新社 723 213 1
近代絵画史　カラー版  世紀末絵画、ピカソ、シュルレアリスム 高階 秀爾  著 中央公論新社 723 213 2
100人で百人一首　散らし書き百歌繚乱 芸術新聞社  編 芸術新聞社 728 119
大江戸の色彩 城 一夫  著 青幻舎 757 58
戦いの絶対感覚　羽生善治の将棋の教科書・実戦篇 羽生 善治  著 河出書房新社 796 97
羽生善治の将棋序盤〜中盤強くなる指し方 羽生 善治  著 成美堂出版 796 98 1

なくなりそうな世界のことば 吉岡 乾  著 創元社 802 8
本気で作家になりたければ漱石に学べ! 渡部 直己  著 河出書房新社 901.3 34
漱石激読 石原 千秋  著 河出書房新社 910.26 なつ
漱石漫談 いとう せいこう  著 河出書房新社 910.26 なつ
夏目漱石『こころ』をどう読むか 石原 千秋  責任編集 河出書房新社 910.26 なつ

800　言語　/　900　文学

新着図書紹介
　　　　　　 ２０１７・１２・１４

R  参考図書

100　哲学

200　歴史

300　社会科学

400　自然科学

500　技術．工学

600　産業

700　芸術．美術



風が吹いたり、花が散ったり 朝倉 宏景  著 講談社 あさ
泣き虫弱虫諸葛孔明　４ 酒見 賢一  著 文藝春秋 さけ
警察(サツ)回りの夏 堂場 瞬一  著 集英社 とう
ワルツを踊ろう 中山 七里  著 幻冬舎 なか
影裏 沼田 真佑  著 文藝春秋 ぬま
ひゃくはち 早見 和真  著 集英社 はや
ネットで「つながる」ことの耐えられない軽さ 藤原 智美  著 文藝春秋 ふし
月世界小説 牧野 修  著 早川書房 まき
益川博士のつぶやきカフェ 益川 敏英  著 三省堂 ます
さらさら流る 柚木 麻子  著 双葉社 ゆす
走る? 東山 彰良  ほか著 文藝春秋 ん
カッシアの物語　３ アリー・コンディ  著 プレジデント社 コン
シーグと拳銃と黄金の謎 マーカス・セジウィック  著 作品社 セシ
ダンケルク ジョシュア・レヴィーン  著 ハーパーコリンズ・ジャパン レウ
ウィッシュガール ニッキー・ロフティン  著 作品社 ロフ

沖縄の基地の間違ったうわさ　検証34個の疑問 佐藤 学  編 岩波書店 IB 395
「沖縄核密約」を背負って　若泉敬の生涯 後藤 乾一  著 岩波書店 289.1 わか
ホテル日航アリビラのスタッフがおすすめする沖縄・読谷の笑顔に出会う旅 ホテル日航アリビラ編集室  編著 英治出版 291.9 99

よみもの

修学旅行関連図書

図書館企画棚が「犬」特集に変わっています！

2018年は戌年！
そこで、来年の干支である犬関係する本を集めました
犬よりも猫派という人も、是非探しに来てください♪

クリスマス本紹介！これ以外にも沢山あります！！

『13番目の贈り物

本当にあったクリスマス

の奇跡』 (シヨ)

『素敵な日本人

東野圭吾 短編集』
（ひか）

『X'mas Stories

クリスマスアンソロジー』

(ん)

『色で巡る日本と世界』

(757/55)

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjml5Gpk4HYAhXHy7wKHRxpBOYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmatome.naver.jp%2Fodai%2F2133095294416577401&psig=AOvVaw3ESPrhsqx1ZNejOBKmVE10&ust=1513053936326140
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjml5Gpk4HYAhXHy7wKHRxpBOYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmatome.naver.jp%2Fodai%2F2133095294416577401&psig=AOvVaw3ESPrhsqx1ZNejOBKmVE10&ust=1513053936326140
https://www.sozai-library.com/sozai/5567
https://www.sozai-library.com/sozai/5567
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv1LjzmYHYAhVJzLwKHZteD6MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wanpug.com%2Fillust54.html&psig=AOvVaw0QEPv_z3LKakudCjxZboMv&ust=1513055706134572
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv1LjzmYHYAhVJzLwKHZteD6MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wanpug.com%2Fillust54.html&psig=AOvVaw0QEPv_z3LKakudCjxZboMv&ust=1513055706134572
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyuKaWmoHYAhUBWrwKHUk5B0YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wanpug.com%2Fillust51.html&psig=AOvVaw2QY2y2uZuD8XSBIbuNJe7k&ust=1513055781331483
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyuKaWmoHYAhUBWrwKHUk5B0YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wanpug.com%2Fillust51.html&psig=AOvVaw2QY2y2uZuD8XSBIbuNJe7k&ust=1513055781331483









