
書名 著者名 出版者 請求記号 図書記号 巻冊記号

朝日新聞縮刷版 2017年10月 朝日新聞社 R071 6 17-10
平成29年版　犯罪白書 法務省法務総合研究所  編 昭和情報プロセス R326 2 2017
2018年版　少子高齢社会総合統計年報 三冬社 R365 2 2018
平成29年版　厚生労働白書 厚生労働省  編 日経印刷 R498 13 2017
常用漢字書きかた字典 宮澤 正明  編 二玄社 R728 27
角川新字源 小川 環樹  編 KADOKAWA R813.2 25

学校で知っておきたい著作権 1 本の一部をコピーして授業で配ってもいいの?小寺 信良  著 汐文社 021 57 1
学校で知っておきたい著作権 2 運動会の旗に漫画キャラを描いてもいいの? 小寺 信良  著 汐文社 021 57 2
学校で知っておきたい著作権 3 ネットの写真はSNSで使ってもいいの? 小寺 信良  著 汐文社 021 57 3
日本の奇僧・快僧 今井 雅晴  著 吉川弘文館 182 22

縄文の奇跡!　東名遺跡 佐賀市教育委員会  編 雄山閣 210.2 171
引き揚げの悲劇　漫画家たちの戦争 村上 もとか  [ほか]著 金の星社 210.7 249 8
出征と疎開そして戦後 藤子・F・不二雄  [ほか]著 金の星社 210.7 249 9
携帯東京古地図散歩 原島 広至  著 青幻舎 213.6 45 2
みる・よむ・あるく東京の歴史 通史編  1  先史時代〜戦国時代 池 享  編 吉川弘文館 213.6 46 1
みる・よむ・あるく東京の歴史 通史編  2  江戸時代 池 享  編 吉川弘文館 213.6 46 2
埋もれた江戸 東大の地下の大名屋敷 藤本 強  著 吉川弘文館 213.6 47
世界遺産 今帰仁城跡 編集工房東洋企画 219.9 110
広辞苑はなぜ生まれたか 新村出の生きた軌跡 新村 恭  著 世界思想社 289.1 しん
世界の国ぐに 小学館 290 19
日本の歴史を旅する 五味 文彦  著 岩波書店 291 248

政治学の第一歩 砂原 庸介  著 有斐閣 311 73
世界を分断する「壁」 アレクサンドラ・ノヴォスロフ  著 原書房 312 171
憲法 1 人権 青井 未帆  著 有斐閣 323 183 1
日本の無戸籍者 井戸 まさえ  著 岩波書店 324 51
「ポツダム宣言」を読んだことがありますか? 山田 侑平  訳・監修 共同通信社 329 96
15歳から身につける経済リテラシー 岡野 進  [著] 朝日学生新聞社 330 83
お父さんが教える13歳からの金融入門 デヴィッド・ビアンキ  著 日本経済新聞出版社 338 161
モラルの起源　実験社会科学からの問い 亀田 達也  著 岩波書店 361.4 45
まちづくりの仕事ガイドブック　まちの未来をつくる63の働き方 饗庭 伸  編著 学芸出版社 366.2 163
大震災に学ぶ社会科学 1 政治過程と政策 村松 岐夫  監修 東洋経済新報社 369.31 204 1
大震災に学ぶ社会科学 2 震災後の自治体ガバナンス 村松 岐夫  監修 東洋経済新報社 369.31 204 2
大震災に学ぶ社会科学 3 福島原発事故と複合リスクガバナンス 村松 岐夫  監修 東洋経済新報社 369.31 204 3
帝国大学　近代日本のエリート育成装置 天野 郁夫  著 中央公論新社 377 151

ナリカ製品とともに読み解く理科室の100年 中村 友香  著 幻冬舎メディアコンサルティング 407 83
元素118の新知識　引いて重宝、読んでおもしろい 桜井 弘  編 講談社 408 19 2028
数学の現在　i 斎藤 毅  編 東京大学出版会 410 399 1
隕石　迷信と驚嘆から宇宙化学へ マテュー・グネル  著 白水社 447 14
十二支読本　暦と運勢のしくみを読み解く 稲田 義行  著 創元社 449 33
自然を楽しむ　見る・描く・伝える 盛口 満  著 東京大学出版会 460 172
「心は遺伝する」とどうして言えるのか 安藤 寿康  著 創元社 467 110
図説日本の植生 福嶋 司  編著 朝倉書店 472 19b
日本の水族館 内田 詮三  著 東京大学出版会 480 153
昆虫こわい 丸山 宗利  著 幻冬舎 486 153
キンギョはなぜ海がきらいなのか? 金子 豊二  著 恒星社厚生閣 487 109
ペンギンはなぜ飛ばないのか? 綿貫 豊  著 恒星社厚生閣 488 109
患者は知らない医者の真実 野田 一成  [著] ディスカヴァー・21 498 30
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もがく建築家、理論を考える
東京大学建築学専攻
Advanced Design Studies  編 東京大学出版会 520 82 2

飛行機の戦争1914-1945　総力戦体制への道 一ノ瀬 俊也  著 講談社 538 183
世界の廃船と廃墟 アフロ  写真 青幻舎 556 35
やさしい色の糸とフェルトで作る刺繡のアクセサリー 渡部 泰子  著 文化学園文化出版局 594 95
「留守番めし」の作りおき 牧野 直子  著 文化学園文化出版局 596.2 88

トラクターの世界史　人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち 藤原 辰史  著 中央公論新社 610 18
樹のミュージアム　樹木たちの楽園をめぐる ルイス・ブラックウェル  著 創元社 653 37
挑戦者たちに学ぶデジタルマーケティング 廣部 嘉祥  監修 パイインターナショナル 675 155

もっと知りたいターナー　生涯と作品 荒川 裕子  著 東京美術 723 215
これで眠くならない!能の名曲60選 中村 雅之  著 誠文堂新光社 773 63
羽生善治の将棋終盤勝つための指し方 羽生 善治  著 成美堂出版 796 98 2
勝てる矢倉戦法 高橋 道雄  著 創元社 796 99 1

夏目漱石『坊っちゃん』をどう読むか 石原 千秋  責任編集 河出書房新社 910.26 なつ
夏目漱石『三四郎』をどう読むか 石原 千秋  責任編集 河出書房新社 910.26 なつ
一茶の相続争い　北国街道柏原宿訴訟始末 高橋 敏  著 岩波書店 911.35 9
『古語拾遺』を読む 中村 幸弘  共著 右文書院 913.3 2
魯迅と日本文学　漱石・鷗外から清張・春樹まで 藤井 省三  著 東京大学出版会 920 27

スノーデンが語る「共謀罪」後の日本 スノーデン  [述] 岩波書店 IB 316

暴力に逆らって書く 大江 健三郎  著 朝日新聞社 おお
小旋風(つむじかぜ)の夢絃 小島 環  [著] 講談社 こし
かたづの! 中島 京子  著 集英社 なか
安楽死で死なせて下さい 橋田 壽賀子  著 文藝春秋 はし
風神雷神　風の章 柳 広司  著 講談社 やな
風神雷神　雷の章 柳 広司  著 講談社 やな
真贋 吉本 隆明  [著] 講談社 よし
自由なサメと人間たちの夢 渡辺 優  著 集英社 わた
シンパサイザー　上下 ヴィエト・タン・ウェン  著 早川書房 ウエ
ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー  著 求龍堂 シア
ドリーム　NASAを支えた名もなき計算手たち マーゴット・リー・シェタリー  著 ハーパーコリンズ・ジャパン シエ
僕には世界がふたつある ニール・シャスタマン  著 集英社 シヤ

岩波ブックレット

よみもの

新しい辞典が入りました！！

先日10年ぶりに広辞苑の改訂新版　第七版が発売と話題になりました！

図書館でも購入が決定し、他にも最新世界大地図など予定しています。

貸出はできませんが、是非手に取って学習に役立てて下さい！！

500　技術．工学

600　産業

700　芸術．美術

900　文学

常用漢字

書きかた字典

『R728/27』

角川 新字源
『R813.2/25』

改訂新版・特装版
は、『夜は短し歩け
よ乙女』などで有名
なイラストレーター
中村佑介さんが手
がけています。


