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朝日新聞縮刷版　2017年2月 朝日新聞社 R071 6 17-2
ビジュアル理科事典 今泉 忠明  [ほか]監修 学研プラス R403 37

コンピュータは私たちをどう進化させるのか 橋本 昌嗣  編 ポプラ社 007 418
超監視社会　私たちのデータはどこまで見られているのか? ブルース・シュナイアー  著 草思社 007 419
トコトンやさしい 人工知能の本 辻井 潤一  監修 日刊工業新聞社 007 421

働くってどんなこと?人はなぜ仕事をするの? ギヨーム・ル・ブラン  文 岩崎書店 108 5 9
時間ってなに?流れるのは時?それともわたしたち? クリストフ・ブトン  文 岩崎書店 108 5 10
パブロフの犬　実験でたどる心理学の歴史 アダム・ハート=デイヴィス  著 創元社 140 78
アドラー心理学を語る 1 性格は変えられる 野田 俊作  著 創元社 146 92 1
アドラー心理学を語る 2 グループと瞑想 野田 俊作  著 創元社 146 92 2
ザ・殺し文句 川上 徹也  著 新潮社 159 472
お寺さん崩壊 水月 昭道  著 新潮社 185 50

史料から考える世界史20講 歴史学研究会  編 岩波書店 209 161
昭和8年　戦争への足音 石黒 敬章  著 KADOKAWA 209.7 31
僧兵盛衰記 渡辺 守順  著 吉川弘文館 210.3 192
平安京はいらなかった　古代の夢を喰らう中世 桃崎 有一郎  著 吉川弘文館 210.3 193
織田信長の城 加藤 理文  著 講談社 210.4 184
三流の維新 一流の江戸 原田 伊織  著 ダイヤモンド社 210.5 246
教養としての「昭和史」集中講義 井上 寿一  著 SBクリエイティブ 210.7 309
イギリスの歴史を知るための50章 川成 洋  編著 明石書店 233 27
図説 英国社交界ガイド 村上 リコ  著 河出書房新社 233 28
ドイツの歴史を知るための50章 森井 裕一  編著 明石書店 234 79
スペインの歴史を知るための50章 立石 博高  編著 明石書店 236 17
ブラタモリ 6　松山 道後温泉 沖縄 熊本 NHK「ブラタモリ」制作班  監修 KADOKAWA 291 247 6

現代中国を知るための44章 藤野 彰  編著 明石書店 302.22 3b
インドネシア イスラーム大国の変貌 小川 忠  著 新潮社 302.24 11
シリア情勢　終わらない人道危機 青山 弘之  著 岩波書店 302.27 52
日経大予測2017　これからの日本の論点 日本経済新聞社  編 日本経済新聞出版社 304 274 2017
グローバリズム以後　アメリカ帝国の失墜と日本の運命 エマニュエル・トッド  著 朝日新聞出版 304 307
政策会議と討論なき国会　官邸主導体制の成立と後退する熟議 野中 尚人  著 朝日新聞出版 312 160
つながり、変える私たちの立憲政治 中野 晃一  著 大月書店 312 162
ヘイトスピーチ解消法成立の経緯と基本的な考え方 魚住 裕一郎  監修 第一法規 316 169
国家の矛盾 高村 正彦  著 新潮社 319 311
日本・韓国・台湾は「核」を持つのか? マーク・フィッツパトリック  著 草思社 319.8 171
憲法改正とは何だろうか 高見 勝利  著 岩波書店 323 175
18歳から考える経済と社会の見方 蔵 研也  著 春秋社 331 172
希望をくれた人　パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル 宮崎 恵理  著 協同医書出版社 366.2 148
本当にわかる公認会計士の仕事 武田 雄治  著 日本実業出版社 366.2 149
夢をかなえる職業ガイド あこがれの仕事を調べよう! PHP研究所  編 PHP研究所 366.2 150
プロ棋士という仕事　将棋界の不思議な仕組み 青野 照市  著 創元社 366.2 151
モテる構造　男と女の社会学 山田 昌弘  著 筑摩書房 367 306
自分らしく生きる　性別違和を乗り越えて 清水 展人  著 インスパイア 367 307
ヴィクトリア時代の衣装と暮らし 石井 理恵子  執筆 新紀元社 383.1 71
幽霊 近世都市が生み出した化物 高岡 弘幸  著 吉川弘文館 388 147

北極・南極探検の歴史　極限の世界を体感する19のアクティビティ Maxine Snowden  [著] 丸善出版 402 135
数学する身体 森田 真生  著 新潮社 410 191
発見・予想を積み重ねる-それが整数論 安福 悠  著 オーム社 412 18
物理　探究と創造の歴史 トム・ジャクソン  著 丸善出版 420 140
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天気と海の関係について わかっていることいないこと 筆保 弘徳  編 ベレ出版 451 209
ときめく化石図鑑 土屋 香  文 山と溪谷社 457 110
生命科学概論　環境・エネルギーから医療まで 早稲田大学先進理工学部生命医科学科  編 朝倉書店 460 166
生まれつきの女王蜂はいない 鵜木 元香  著 講談社 467 101
ときめくコケ図鑑 田中 美穂  文 山と溪谷社 475 2
昆虫のすごい瞬間図鑑 石井 誠  著 誠文堂新光社 486 147
死に逝く人は何を想うのか　遺される家族にできること 佐藤 由美子  著 ポプラ社 490 120

世界の天空の城　歴史ロマンあふれる夢想遺産 アフロ  著 青幻舎 520 83
未来をつくる建築100 マーク・クシュナー  著 朝日出版社 520 84
日本の名城解剖図鑑 米澤 貴紀  著 エクスナレッジ 521 128
自然会話ロボットを作ろう! 鄭 立  著 秀和システム 548.3 45
小麦粉なしでおいしいフランス菓子 大森 由紀子  著 誠文堂新光社 596.65 63

ときめくインコ図鑑 おぴ〜とうもと  写真・監修 山と溪谷社 646 15
牛乳が食卓から消える?　酪農危機をチャンスに変える 鈴木 宣弘  著 筑波書房 648 16
セブン-イレブン1号店　繁盛する商い 山本 憲司  著 PHP研究所 673 158
“羽田の空”100年物語　秘蔵写真とエピソードで語る  カラー版 近藤 晃  著 交通新聞社 687 31

絵はすぐに上手くならない　ﾃﾞｯｻﾝ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの思考法 成冨 ミヲリ  著 彩流社 725 34
旅する音楽　サックス奏者と音の経験 仲野 麻紀  著 せりか書房 762 127
教養としての10年代アニメ 町口 哲生  著 ポプラ社 778 276
「里山」を宮崎駿で読み直す 小野 俊太郎  著 春秋社 778 278
スポめし　賢く食べて結果を出す! 細野 恵美  監修 朝日新聞出版 780 335
夢はみるものではなく、かなえるもの 澤 穂希  著 PHP研究所 783.4 224

人を見抜く「質問力」 御厨 貴  著 ポプラ社 809 102
対訳　禅と日本文化 鈴木 大拙  著 講談社インターナショナル 830 260
鉄道ミステリーの系譜　シャーロック・ホームズから十津川警部まで 原口 隆行  著 交通新聞社 902 25

室町無頼 垣根 涼介  著 新潮社 かき
なんらかの事情 岸本 佐知子  著 筑摩書房 きし
泣いちゃいそうだよ 小林 深雪  作 講談社 こは
学生との対話 小林 秀雄  講義 新潮社 こば
か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる  著 新潮社 すみ
折々の民俗学 常光 徹  著 河出書房新社 つね
風のかたみ 葉室 麟  著 朝日新聞出版 はむ
総理の夫 原田 マハ  著 実業之日本社 はら
ビブリア古書堂の事件手帖 7　栞子さんと果てない舞台 三上 延  [著] KADOKAWA みか
自薦THEどんでん返し 2 乾 くるみ  著 双葉社 ん
プリズン・ブック・クラブ　コリンズ・ベイ刑務所読書会の一年 アン・ウォームズリー  著 紀伊國屋書店 ウオ
停電の夜に ジュンパ・ラヒリ  [著] 新潮社 ラヒ
ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 J.K.ローリング  著 静山社 ロリ

琉球王国と戦国大名 黒嶋 敏  著 吉川弘文館 219.9 104
沖縄返還後の日米安保　米軍基地をめぐる相克 野添 文彬  著 吉川弘文館 395 27

よみもの

修学旅行関連図書

500　技術．工学

600　産業

700　芸術．美術

800　言語　/　900　文学

ぜひチェックしに来てくださいね！

新入生のみなさんも大歓迎！

わからないことがあれば、どんどん声をかけてください！

春休み貸出本、まだ持っている人はいませんか？

来週も新しい本が入ります♪

心当たりがある人は急いで返しましょう !!


