
書名 著者名 出版者 請求記号 図書記号 巻冊記号

これからの世界をつくる仲間たちへ 落合 陽一  著 小学館 007 420
新聞力　できる人はこう読んでいる 齋藤 孝  著 筑摩書房 070 142
グローバル・ジャーナリズム　国際スクープの舞台裏 澤 康臣  著 岩波書店 070 144

本居宣長　近世国学の成立 芳賀 登  著 吉川弘文館 121 81
論語コンプリート　全文完全対照版 [孔子  著] 誠文堂新光社 123 42
10代のための座右の銘　今を変える未来を変える 大泉書店編集部  編 大泉書店 159 475
国分寺の誕生　古代日本の国家プロジェクト 須田 勉  著 吉川弘文館 185 49

図説 英国レディの世界 岩田 託子  著 河出書房新社 233 29
ロシアの歴史を知るための50章 下斗米 伸夫  編著 明石書店 238 37
朝倉氏と戦国村一乗谷 松原 信之  著 吉川弘文館 288.3 26
徳川家康　われ一人腹を切て、万民を助くべし 笠谷 和比古  著 ミネルヴァ書房 289.1 とく
皇妃エリザベートをめぐる旅 沖島 博美  著 河出書房新社 293 114

秩序なき時代の知性 佐藤 優  著 ポプラ社 304 308
超AI時代の生存戦略　<2040年代>シンギュラリティに備える34のリスト 落合 陽一  著 大和書房 304 309
日本型ヘイトスピーチとは何か 梁 英聖  著 影書房 316 170
小さくても勝てる　「砂丘の国」のポジティブ戦略 平井 伸治  著 中央公論新社 318 60
なぜローマ法王は世界を動かせるのか 徳安 茂  著 PHP研究所 319 312
日本人として知っておきたい「世界激変」の行方 中西 輝政  著 PHP研究所 319 313
原爆供養塔　忘れられた遺骨の70年 堀川 惠子  著 文藝春秋 319.8 172
マーシャル諸島 終わりなき核被害を生きる 竹峰 誠一郎  著 新泉社 319.8 173
『皇室典範』を読む　天皇家を縛る「掟」とは何か 鈴木 邦男  著 祥伝社 323 176
16歳のお金の教科書 お金の特別講義プロジェクト  編著 ダイヤモンド社 338 153
分断社会を終わらせる　「だれもが受益者」という財政戦略 井手 英策  著 筑摩書房 342 8
社会学講義 橋爪 大三郎  著 筑摩書房 361 35
生きたかった　相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの 藤井 克徳  編 大月書店 361.8 45
海上保安庁特殊救難隊　海難救助のプロフェッショナル 「海上保安庁特殊救難隊」編集委員会  編 成山堂書店 366.2 152
「母と子」という病 高橋 和巳  著 筑摩書房 367 309
御嶽山噴火 生還者の証言 小川 さゆり  著 山と溪谷社 369.31 196

東日本大震災石巻市における復興への足取り 日本家政学会東日本大震災
生活研究プロジェクト  共編 建帛社 369.31 198

そろそろ、部活のこれからを話しませんか 中澤 篤史  著 大月書店 375.1 71

見る目が変わる博物館の楽しみ方 矢野 興一  [ほか]編著 ベレ出版 406 6
チーズの科学　ミルクの力、発酵・熟成の神秘 齋藤 忠夫  著 講談社 408 19 1993
微分方程式　物理的発想の解析学 中西 襄  著 丸善出版 413 62
元素紀行 森 弘之  著 オーム社 431 46
星空の教科書　星空がわかる!詳しくなる! 早水 勉  著 技術評論社 442 40
宇宙のつくり方 ベン・ギリランド  著 丸善出版 443 82
雲と天気大事典 武田 康男  著 あかね書房 451 210
ときめく微生物図鑑 塩野 正道  写真 山と溪谷社 465 17
生物進化とはなにか?　進化が生んだイビツな僕ら 伊勢 武史  著 ベレ出版 467 102
ときめく貝殻図鑑 寺本 沙也加  文 山と溪谷社 484 16
日本の美しい色の鳥 上田 恵介  監修 エクスナレッジ 488 105

なぜぼくが新国立競技場をつくるのか 隈 研吾  著 日経BP社 526 30
通読できてよくわかる 電気のしくみ 井上 伸雄  著 ベレ出版 540 32
おもてなしとマナー　和食文化ブックレット 熊倉 功夫  著 思文閣出版 596.8 9

400　自然科学

500　技術．工学

新着図書紹介
　　　　　 ２０１７・４・２６

000　総記

100　哲学

200　歴史

300　社会科学



18cmの奇跡　「土」にまつわる恐るべき事実! みなみ かつゆき  著 三五館 613 9
マーケティングに強くなる 恩蔵 直人  著 筑摩書房 675 147
貧しい人々のマニフェスト　フェアトレードの思想 フランツ・ヴァンデルホフ  著 創成社 678 35
発掘！ 明治初頭の列車時刻 曽田 英夫  著 交通新聞社 686 441
航空安全とパイロットの危機管理 小林 宏之  著 交通研究協会 687 30

ゴッホの地図帖　ヨーロッパをめぐる旅 ニーンケ・デーネカンプ  著 講談社 723 204
クラシックは斜めに聴け! 鈴木 淳史  著 青弓社 760 95
一柳慧　現代音楽を超えて 一柳 慧  著 平凡社 762 126
日めくり「オペラ」366日事典 新井 巌  著 言視舎 766 22
青トレ　青学駅伝チームのコアトレーニング&ストレッチ 原 晋  著 徳間書店 782 73
不可能を可能にする 大谷翔平120の思考 大谷 翔平  著 ぴあ 783.7 327

三省堂国語辞典のひみつ　辞書を編む現場から 飯間 浩明  著 新潮社 813 19b
大学生・社会人のための言語技術トレーニング 三森 ゆりか  著 大修館書店 816 224
アメリカの小学生が学ぶ国語・算数・理科・社会教科書 ジェームス・M.バーダマン  編 ジャパンブック 830 261 2

文豪図鑑　あの文豪の素顔がわかる 開発社  編 自由国民社 902 24
村上春樹 翻訳<ほとんど>全仕事 村上 春樹  著 中央公論新社 910.26 むら
北原白秋　言葉の魔術師 今野 真二  著 岩波書店 911.56 きた
『レ・ミゼラブル』の世界 西永 良成  著 岩波書店 953 26

空飛ぶタイヤ　上・下 池井戸 潤  [著] 講談社 いけ
虫娘 井上 荒野  著 小学館 いの
発掘狂騒史　「岩宿」から「神の手」まで 上原 善広  著 新潮社 うえ
木洩れ日に泳ぐ魚 恩田 陸  著 文藝春秋 おん
君たちに明日はない 5　迷子の王様 垣根 涼介  著 新潮社 かき
この噓がばれないうちに 川口 俊和  著 サンマーク出版 かわ
つめたい転校生 北山 猛邦  [著] KADOKAWA きた
「階段島シリーズ」 2　その白さえ噓だとしても 河野 裕  著 新潮社 こう
「階段島シリーズ」 3　汚れた赤を恋と呼ぶんだ 河野 裕  著 新潮社 こう
現役東大生が1日を50円で売ってみたら 高野 りょーすけ  著 KADOKAWA たか
 i (アイ) 西 加奈子  著 ポプラ社 にし
都会(まち)のトム&ソーヤ 14　夢幻　上・下 はやみね かおる  [著] 講談社 はや
憤死 綿矢 りさ  著 河出書房新社 わた

授業以外でも、どんどん図書館に来てくださいね!

本屋大賞の本、あります！

そのほかも大賞の『蜜蜂と遠雷』(恩田陸)をはじめ、
1～10位の本、すべて購入しました！

今回の新着では、『 i (アイ)』(西加奈子)が入りました！

貸出中の本もありますが、予約はほとんどありません。
今なら公共図書館より早く読めるかも…!?

よみもの

600　産業

700　芸術．美術

800　言語

900　文学

新しいクラスにはもう慣れましたか??


