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<インターネット>の次に来るもの　未来を決める12の法則 ケヴィン・ケリー  著 NHK出版 007 426
シンギュラリティは近い　人類が生命を超越するとき レイ・カーツワイル  著 NHK出版 007 427
世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え ジェンマ・エルウィン・ハリス  編 河出書房新社 049 173 2

タロットの秘密 鏡 リュウジ  著 講談社 148 41
武士道の精神史 笠谷 和比古  著 筑摩書房 156 17
図説 聖書物語　旧約篇 山形 孝夫  著 河出書房新社 193 71 1
図説 聖書物語　新約篇 山形 孝夫  著 河出書房新社 193 71 2

鳥瞰図で見る古代都市の世界　歴史・建築・文化 ジャン=クロード・ゴルヴァン  著 原書房 209 165
知られざる縄文ライフ　え?貝塚ってごみ捨て場じゃなかったんですか!? 譽田 亜紀子  著 誠文堂新光社 210.2 169
やさしくまとめた沖縄の歴史 新田 重清  著 沖縄文化社 219.9 107
ローマ貴族　9つの習慣 マルクス・シドニウス・ファルクス  著 太田出版 232 28
最新エジプト学 蘇る「王家の谷」 近藤 二郎  著 新日本出版社 242 51
河江肖剰の 最新ピラミッド入門 河江 肖剰  著 日経ナショナルジオグラフィック社 242 52
真田信繁 黒田 基樹  著 戎光祥出版 289.1 さな
長野業政と箕輪城 久保田 順一  著 戎光祥出版 289.1 なか
松陰の本棚　幕末志士たちの読書ネットワーク 桐原 健真  著 吉川弘文館 289.1 よし
カラー版 東京いい道、しぶい道 泉 麻人  著 中央公論新社 291.3 239

あきれた紳士の国イギリス　ロンドンで専業主夫をやってみた 加藤 雅之  著 平凡社 302.33 12
人類の未来　AI、経済、民主主義 ノーム・チョムスキー  著 NHK出版 304 313
さらば、民主主義　憲法と日本社会を問いなおす 佐伯 啓思  著 朝日新聞出版 304 316
外交官が読み解くトランプ以後 高岡 望  [著] 祥伝社 319 321
ケインズ　最も偉大な経済学者の激動の生涯 ピーター・クラーク  著 中央経済社 331 176
江戸の銭勘定　庶民と武士のお金のはなし 山本 博文  監修 洋泉社 337 65
本当にわかる 債券と金利 大槻 奈那  著 日本実業出版社 338 155
本当にわかる 株式相場 土屋 敦子  著 日本実業出版社 338 156
最後はなぜかうまくいくイタリア人 宮嶋 勲  著 日本経済新聞出版社 361.42 59
哲学しててもいいですか? 文系学部不要論へのささやかな反論 三谷 尚澄  著 ナカニシヤ出版 377 152
「うつわ」を食らう　日本人と食事の文化 神崎 宣武  著 吉川弘文館 383.8 124

偉大なる失敗　天才科学者たちはどう間違えたか マリオ・リヴィオ  著 早川書房 402 136
この世界を知るための 人類と科学の400万年史 レナード・ムロディナウ  著 河出書房新社 402 137
生物はウイルスが進化させた 武村 政春  著 講談社 408 19 2010
数の不思議　魔方陣・ゼロ・ゲマトリア ミランダ・ランディ  著 創元社 410 393
黄金比はすべてを美しくするか? マリオ・リヴィオ  著 早川書房 414 44
生物の驚異的な形 エルンスト・ヘッケル  著 河出書房新社 460 168
超能力微生物 小泉 武夫  著 文藝春秋 465 18
やわらかな遺伝子 マット・リドレー  著 早川書房 467 107
医と病い 二宮 宏之  責任編集 藤原書店 490 122
遺伝子医療革命　ゲノム科学がわたしたちを変える フランシス・S.コリンズ  著 NHK出版 491.6 14
姿勢と体幹の科学　身体を整え、トラブルを解消する真実83 藤縄 理  監修 新星出版社 498.3 93
人はこうして「食べる」を学ぶ ビー・ウィルソン  著 原書房 498.5 148

ねじとねじ回し　この千年で最高の発明をめぐる物語 ヴィトルト・リプチンスキ  著 早川書房 531 7
土屋圭市のクルマ講義　この名車に乗れ! 土屋 圭市  著 洋泉社 537 80
戦艦大和　2016年深海撮影調査プロジェクト 戸高 一成  監修 PHP研究所 556 34
新素材を生み出す「機能性化学」がわかる 齋藤 勝裕  著 ベレ出版 570 7
作り置きスープbook 高山 かづえ 著 オレンジページ 596.2 86
フランス料理の教科書　この一冊でフレンチを極める 川上 文代  著 新星出版社 596.23 24
イタリア料理の教科書　この一冊でイタリアンを極める 川上 文代  著 新星出版社 596.23 25
食べてしあわせ ひんやりスイーツの本 主婦の友社 596.65 66
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ルポ 農業新時代 読売新聞経済部  著 中央公論新社 611 94
図説 紅茶　世界のティータイム Cha Tea紅茶教室  著 河出書房新社 619 28
「外食の裏側」を見抜くプロの全スキル、教えます。 河岸 宏和  著 東洋経済新報社 673 161
東京の地下鉄路線網はどのようにつくられたのか 東京地下鉄研究会  著 洋泉社 686 443
なぜ南武線で失くしたスマホがジャカルタにあったのか 東洋経済オンライン  編 集英社 686 444
東京メトロ東西線・都営地下鉄新宿線 山下 ルミコ  著 アルファベータブックス 686 446
都営地下鉄のすべて　全路線&全車両徹底ガイド マイナビ出版 686 447

若冲ワンダフルワールド 辻 惟雄  著 新潮社 721 103
ピカソになりきった男 ギィ・リブ  著 キノブックス 723 208
誰が音楽をタダにした?　巨大産業をぶっ潰した男たち スティーヴン・ウィット  著 早川書房 760 97
ロマン派の音楽家たち　恋と友情と革命の青春譜 中川 右介  著 筑摩書房 762 129
世界一受けたいサッカーの授業 ミケル・エチャリ  著 ベースボール・マガジン社 783.4 230
神は背番号に宿る 佐々木 健一  著 新潮社 783.7 330
初心者でも超わかる! 川づりの教科書 上田 歩  監修 滋慶出版/土屋書店 787 48
将棋名人戦七番勝負 挑戦者佐藤天彦 名人羽生善治 毎日新聞社  編 毎日新聞出版 796 93
図解 チェス入門 渡辺 暁  著 朝日新聞出版 796 94
棋士とAIはどう戦ってきたか　人間vs.人工知能の激闘の歴史 松本 博文  著 洋泉社 796 95

謎の漢字　由来と変遷を調べてみれば 笹原 宏之  著 中央公論新社 811 64
英検準2級 頻出度別問題集 津村 修志  著 高橋書店 830 英検 174
村上春樹「騎士団長殺し」メッタ斬り! 大森 望  著 河出書房新社 910.26 むら
我が詩的自伝　素手で焰をつかみとれ! 吉増 剛造  著 講談社 911.56 よし
へるん先生の汽車旅行　小泉八雲と不思議の国・日本 芦原 伸  著 集英社 930 100
アンティゴネー ソポクレース  作 岩波書店 991 17

扉は閉ざされたまま 石持 浅海  著 祥伝社 いし
永遠の1/2 佐藤 正午  著 小学館 さと
作家的覚書 高村 薫  著 岩波書店 たか
あきない世傳金と銀 1　源流編 高田 郁  著 角川春樹事務所 たか
あきない世傳金と銀 2　早瀬編 高田 郁  著 角川春樹事務所 たか
孤独論　逃げよ、生きよ 田中 慎弥  著 徳間書店 たな
死と砂時計 鳥飼 否宇  著 東京創元社 とり
悪と仮面のルール 中村 文則  [著] 講談社 なか
劇場 又吉 直樹  著 新潮社 また
京の縁結び 縁見屋の娘 三好 昌子  著 宝島社 みよ
5分後に思わず涙。　世界が赤らむ、その瞬間に 桃戸 ハル  編著 学研プラス もも
出会いなおし 森 絵都  著 文藝春秋 もり
猫なんて!　作家と猫をめぐる47話 キノブックス編集部  編 キノブックス ん
ポールとヴィルジニー ベルナルダン・ド・サン=ピエール  著 光文社 サン
音に出会った日 ジョー・ミルン  著 辰巳出版 ミル
スター・オブ・デルトラ 1 〈影の大王〉が待つ海へ エミリー・ロッダ  著 KADOKAWA ロツ
幻の動物とその生息地 J.K.ローリング  著 静山社 ロリ
ソーントン・ワイルダー 1　わが町 ソーントン・ワイルダー  著 早川書房 ワイ

夏休み貸出の前に、今学期の本を返却しましょう！

夏休み前には、延滞者にキビシイ督促を行います。
期末考査で慌ただしくなる前に、早めに返却してください！

雑誌配布会があります！

6月21日(水)12:50～、図書館奥で配布します！

申し込みをした人は忘れずに来てください！
希望がかぶった場合、来ている人を優先しますので、

600　産業

700　芸術．美術

800　言語　/　900　文学

よみもの


