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朝日新聞縮刷版　2017年4月 朝日新聞社 R071 6 17-4
朝日・毎日・読売社説総覧　2016年10～12月 明文書房編集部  編集 明文書房 R071 7 2016-4

クラウド時代の思考術 ウィリアム・パウンドストーン  著 青土社 002 119
日本人も知らなかった日本の国力(ソフトパワー) 川口 盛之助  [著] ディスカヴァー・21 031 30
統計から読み解く 都道府県ランキング Vol.1 久保 哲朗  著 新建新聞社 031 31 1

高校倫理の古典でまなぶ 哲学トレーニング 2 直江 清隆  編 岩波書店 100 21 2
色は語る　色彩と心理の不思議な関係を読む 山脇 惠子  著 大和書房 141 134
先入観はウソをつく　常識や定説を疑い柔軟な発想を生む方法 武田 邦彦  著 SBクリエイティブ 141.5 69
神々が見える神社100選 芸術新潮編集部  編 新潮社 175 70

誰も教えてくれない真実の世界史講義　古代編 倉山 満  著 PHP研究所 209 164 1
教科書一冊で解ける東大日本史 野澤 道生  著 光文社 210 156
いっきに学び直す日本史　実用編 安藤 達朗  著 東洋経済新報社 210.1 94 2
殿、ご乱心でござる 中山 良昭  著 洋泉社 210.5 248
中国の歴史 現在がわかる本 1　20世紀前半の中国 西村 成雄  監修 かもがわ出版 222 134 1
世界の流れがよくわかる アメリカの歴史 英語対訳付き 島崎 晋  著 実業之日本社 253 43
王様でたどるイギリス史 池上 俊一  著 岩波書店 288.4 36
「未知」という選択　世界のレオ 創造の軌跡 江崎 玲於奈  著 神奈川新聞社 289.1 えさ
古地図に憑かれた男 史上最大の古地図盗難事件の真実 マイケル・ブランディング  著 青土社 289.3 スマ
茨城vs.群馬 北関東死闘編 全国都道府県調査隊  編 講談社 291.3 238

たとえ世界が終わっても その先の日本を生きる君たちへ 橋本 治  著 集英社 304 311
小学校社会科の教科書で、政治の基礎知識をいっきに身につける 佐藤 優  著 東洋経済新報社 310 30
マンガでわかる 地政学 茂木 誠  監修 池田書店 312 164
高校生のための選挙入門 斎藤 一久  編著 三省堂 314 39
トランプが戦争を起こす日 悪夢は中東から始まる 宮田 律  著 光文社 319 318
天皇「生前退位」の真実 高森 明勅  著 幻冬舎 323 177
「原因と結果」の経済学 データから真実を見抜く思考法 中室 牧子  著 ダイヤモンド社 331 174
日本経済入門 野口 悠紀雄  著 講談社 332 161
エコノミックス マンガで読む経済の歴史 マイケル・グッドウィン  著 みすず書房 332 164
「やさしさ」過剰社会 人を傷つけてはいけないのか 榎本 博明  著 PHP研究所 361.4 44
転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由 臼井 二美男  著 ポプラ社 366.2 156
LGBTを読みとく　クィア・スタディーズ入門 森山 至貴  著 筑摩書房 367 308
ブルーシートのかかっていない被災直後の熊本城 矢加部 和幸  写真撮影 熊本出版文化会館(制作) 369.31 200
難民問題 イスラム圏の動揺、EUの苦悩、日本の課題 墓田 桂  著 中央公論新社 369.38 21
「学力」の経済学 中室 牧子  [著] ディスカヴァー・21 371 201
なぜ日本のフランスパンは世界一になったのか 阿古 真理  著 NHK出版 383.8 123

物理学者が解き明かす思考の整理法 下條 竜夫  著 ビジネス社 404 219
科学報道の真相 ジャーナリズムとマスメディア共同体 瀬川 至朗  著 筑摩書房 404 220
図解　眠れなくなるほど面白い 物理の話 長澤 光晴  著 日本文芸社 420 142
地図趣味。 杉浦 貴美子  著 洋泉社 448 47
科学の目で見る 日本列島の地震・津波・噴火の歴史 山賀 進  著 ベレ出版 453 121
ひとりで探せる川原や海辺の きれいな石の図鑑 柴山 元彦  著 創元社 459 42 1
池上彰が聞いてわかった 生命のしくみ 池上 彰  聞き手 朝日新聞出版 460 169
子供に言えない動物のヤバい話 パンク町田  [著] KADOKAWA 480 149
虫のすみか 生きざまは巣にあらわれる 小松 貴  著 ベレ出版 486 148
犬が来る病院 命に向き合う子どもたちが教えてくれたこと 大塚 敦子  著 KADOKAWA 493 264
デジタル食品の恐怖 高橋 五郎  著 新潮社 498.5 145
スーパーで買っていい食品買ってはダメな食品 河岸 宏和  著 さくら舎 498.5 146
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世界の美しい名建築の図鑑 パトリック・ディロン  文 エクスナレッジ 520 87
日本100名城めぐりの旅 萩原 さちこ  著 学研プラス 521 129
エコカー技術の最前線 高根 英幸  著 SBクリエイティブ 537 79
文系でもわかる 電気回路 “中学校の知識”ですいすい読める 山下 明  著 翔泳社 541 11
プログラミング道への招待 竹内 郁雄  著 丸善出版 548.9 147
調べてみよう 都道府県の特産品 駅弁編 都道府県の特産品編集室  [編] 理論社 596 124 2
調べてみよう 都道府県の特産品 お菓子編 都道府県の特産品編集室  [編] 理論社 596 124 3
おかずも!おやつも!漬物も! ポリ袋でらくらくレシピ NHK出版 596.2 85
フライパンでできる 米粉のパンとおやつ 多森 サクミ  著 立東舎 596.63 16
糖質オフのお菓子 吉川 文子  著 マイナビ出版 596.65 65

ヤンキー村の農業革命 元ヤン&チーマーたちの農業経営奮闘記 田中 健二  著 宝島社 611 93
カンタンDIYで作れる! 多肉植物でプチ!寄せ植え 平野 純子  著 主婦の友社 627 45
4つの役割が決め手! 宿根草でつくる自分好みの庭 NHK出版  編 NHK出版 629 59
これ、いったいどうやったら売れるんですか? 永井 孝尚  著 SBクリエイティブ 675 151
JALの現場力 金子 寛人  著 日経BP社 687 33

モネのあしあと 私の印象派鑑賞術 原田 マハ  著 幻冬舎 723 205
スーパーリアル色鉛筆 2 林亮太の世界・技法と作品 林 亮太  著 マガジンランド 725 35 2
食べる・動かす・もてなす折り紙 鈴木 恵美子  著 日貿出版社 754 78
葉加瀬太郎の情熱クラシック講座 葉加瀬 太郎  著 ローソンHMVエンタテイメント 762 128
まんが　スポーツで地域活性化　1～12 スポーツ庁 企画 監修 スポーツ庁 780 337 1-12
筋トレと栄養の科学 お腹を凹ませて、太らないカラダになるための真実67 坂詰 真二  監修 新星出版社 780 338
サッカーレフェリーズ 2016/2017 サッカーの審判をめざそう! 浅見 俊雄  著 アドスリー 783.4 62 2016
テニス丸ごと一冊　戦略と戦術 堀内 昌一  著 ベースボール・マガジン社 783.5 59 3
謙虚なリーダーが、組織を強くする 児玉 光雄  著 光文社 783.7 328
世界一やさしい海釣り入門 西野 弘章  著 山と溪谷社 787 47
名棋士の対局に学ぶ詰め&必死　次の一手問題 田丸 昇  著 創元社 796 86
持ち駒のない詰将棋5手 高橋 道雄  著 創元社 796 87

時間の言語学　メタファーから読みとく 瀬戸 賢一  著 筑摩書房 801 83
日本ノンフィクション史 ルポルタージュからアカデミック・ジャーナリズムまで 武田 徹  著 中央公論新社 910.26 147
宮沢賢治の真実　修羅を生きた詩人 今野 勉  著 新潮社 910.26 みや

共謀罪の何が問題か 高山 佳奈子  著 岩波書店 IB 326
家庭教育は誰のもの?　家庭教育支援法はなぜ問題か 木村 涼子  著 岩波書店 IB 379

城をひとつ 伊東 潤  著 新潮社 いと
錆びた太陽 恩田 陸  著 朝日新聞出版 おん
クレオパトラの夢 恩田 陸  著 双葉社 おん
失われた過去と未来の犯罪 小林 泰三  著 KADOKAWA こは
月の満ち欠け 佐藤 正午  著 岩波書店 さと
あい 高田 郁  著 角川春樹事務所 たか
将棋殺人事件 竹本 健治  [著] 講談社 たけ
優しい水 日明 恩  著 徳間書店 たち
フラダン 古内 一絵  作 小峰書店 ふる
夢の叶え方を知っていますか? 森 博嗣  著 朝日新聞出版 もり
5分でほろり! 心にしみる不思議な物語 『このミステリーがすごい!』編集部  編 宝島社 ん
伊藤計劃トリビュート 2 早川書房編集部  編 早川書房 ん
ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン ジョン・グリーン  作 岩波書店 クリ

本音で語る沖縄史 仲村 清司  著 新潮社 219.9 105
戦後をたどる　「アメリカ世」から「ヤマトの世」へ 那覇市歴史博物館  編 琉球新報社 219.9 106
沖縄エコツアーガイドブック 沖縄探見社  編 沖縄探見社 291.9 97

岩波ブックレット

図書館の本は、棚の前の部分にあわせて並んでいます。
手に取った本は、背ラベルの順番通りの場所というだけではなく、

よみもの

わざと奥に押し込むようなイタズラはやめてください。

修学旅行関連図書

次に使う人のことも考えて、図書館の利用マナーを守りましょう。

棚の奥まで押し込まないように気を付けて戻してください。

500　技術．工学

600　産業

700　芸術．美術

800　言語　/　900　文学


