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2017 情報メディア白書 電通総研  編 ダイヤモンド社 R007 10 2017
2017 朝日ジュニア学習年鑑　 朝日新聞出版 R059 17 2017
朝日新聞縮刷版　2017年1月 朝日新聞社 R071 6 17-1
日本生活史辞典 木村 茂光  編 吉川弘文館 R382 5
食生活データ総合統計年報　2017年版 三冬社 R498 17 2017

知のスクランブル　文理的思考の挑戦 日本大学文理学部  編 筑摩書房 002 117
Googleの決断思考 世界最強チームは危機にどう対応しているのか 林 信行  著 ポプラ社 007 417
スクープ!　週刊文春エース記者の取材メモ 中村 竜太郎  著 文藝春秋 070 143

10代の哲学さんぽ 8 人がいじわるをする理由はなに? ドゥニ・カンブシュネ  文 岩崎書店 108 5 8
文系のための理数センス養成講座 竹内 薫  著 新潮社 116 31
他人を攻撃せずにはいられない人 片田 珠美  著 PHP研究所 141 133
ヴィジュアル版　世界の神々と神話事典 歴史雑学探究倶楽部  編 学研プラス 164 68
仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク  著 エクスナレッジ 186 18

日本人が知らない最先端の「世界史」 福井 義高  著 祥伝社 209.7 32
応仁の乱　戦国時代を生んだ大乱 呉座 勇一  著 中央公論新社 210.4 182
零戦パイロットからの遺言　原田要が空から見た戦争 原田 要  [述] 講談社 210.7 310
沖縄占領下を生き抜く　軍用地・通貨・毒ガス 川平 成雄  著 吉川弘文館 219.9 103
ブラタモリ 5 札幌 小樽 日光 熱海 小田原 NHK「ブラタモリ」制作班  監修 KADOKAWA 291 247 5

アメリカを見れば世界がわかる 池上 彰  著 PHP研究所 302.53 21
ポピュリズムとは何か　民主主義の敵か、改革の希望か 水島 治郎  著 中央公論新社 311 70
経済用語図鑑 花岡 幸子  著 WAVE出版 330 78
18歳からの格差論　日本に本当に必要なもの 井手 英策  著 東洋経済新報社 361.8 44
しごと場見学! 30 ごみ処理場・リサイクルセンターで働く人たち 漆原 次郎  著 ぺりかん社 366.2 4 30
職業ガイド・ナビ 1 健康・福祉/自然・環境/衣・食・住/スポーツ ヴィットインターナショナル企画室  編集 ほるぷ出版 366.2 9 1
職業ガイド・ナビ 2 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･通信･放送/伝統技術/芸能･演芸/ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ ヴィットインターナショナル企画室  編集 ほるぷ出版 366.2 9 2
職業ガイド・ナビ 3 社会/美容・ファッション/生活全般/交通・旅行 ヴィットインターナショナル企画室  編集 ほるぷ出版 366.2 9 3
公認会計士の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本 国見 健介  著 秀和システム 366.2 147
フクシマの荒廃　フランス人特派員が見た原発棄民たち アルノー・ヴォレラン  著 緑風出版 369.31 197
東大vs京大入試文芸頂上決戦 永江 朗  著 原書房 375.8 42
47都道府県ビジュアル文化百科　伝統行事 神崎 宣武  監修 丸善出版 386 89

研究するって面白い!　科学者になった11人の物語 伊藤 由佳理  編著 岩波書店 402 134
今をどう生きる　科学・震災・核・被曝を語る 益川 敏英  著 旬報社 404 217
重力波とはなにか　「時空のさざなみ」が拓く新たな宇宙論 安東 正樹  著 講談社 408 19 1983
分数と小数から広がる整数の世界 中島 匠一  著 技術評論社 412 17
大学生の一般化学 久保園 芳博  共編著 培風館 430 86
面白くて眠れなくなる天文学 縣 秀彦  著 PHPエディターズ・グループ 440 194
理解しやすい生物　生物基礎収録版 水野 丈夫  共編 文英堂 460 164
基礎から学ぶ 生物学・細胞生物学 和田 勝  著 羊土社 460 165
外来種は本当に悪者か?　新しい野生THE NEW WILD フレッド・ピアス  著 草思社 468 67
賞味期限のウソ　食品ロスはなぜ生まれるのか 井出 留美  著 幻冬舎 498.5 144

通訳だけが知っているトヨタ式が世界を制した本当の理由 狩野 玲子  著 ぴあ 509 21
日本の橋　その物語・意匠・技術 五十畑 弘  著 ミネルヴァ書房 515 8
「味つけ冷凍」の作りおき 藤井 恵  著 文化学園文化出版局 596.2 83
無水鍋で料理する 有元 葉子  著 文化学園文化出版局 596.2 84
ブラジャーで勲章をもらった男　QUADRILLE NISHIDA 西田 清美  著 集英社 673 159
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わかりやすく情報を伝えるための図とデザイン PIE BOOKS  編著 パイインターナショナル 727 71
包みと袋のおりがみ 手紙やお礼を入れる・包む、便利な折り方76点 布施 知子  著 誠文堂新光社 754 77
ジャニーズと日本 矢野 利裕  著 講談社 767 88
ユリイカ 詩と批評 総特集Ω『シン・ゴジラ』とはなにか  青土社 778 277
はじめて学ぶ健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学ｼﾘｰｽﾞ 9 アスレティックトレーニング 鹿倉 二郎  編 化学同人 780 293 9

日本の大和言葉を美しく話す 高橋 こうじ  文 東邦出版 810 247b
英検準1級過去6回全問題集 旺文社 830 英検 164
英検 2級過去6回全問題集 旺文社 830 英検 165
英検準2級過去6回全問題集 旺文社 830 英検 166
英検 3級過去6回全問題集 旺文社 830 英検 167
英検 4級過去6回全問題集 旺文社 830 英検 168
英検準1級過去6回全問題集 [CD] 旺文社 830 英検 169
英検 2級過去6回全問題集 [CD] 旺文社 830 英検 170
英検準2級過去6回全問題集 [CD] 旺文社 830 英検 171
英検 3級過去6回全問題集 [CD] 旺文社 830 英検 172
英検 4級過去6回全問題集 [CD] 旺文社 830 英検 173
英語の帝国　ある島国の言語の1500年史 平田 雅博  著 講談社 830 259
30秒でできる!47都道府県紹介おもてなしの英会話 安河内 哲也  監修 IBCパブリッシング 837 315 3
日英対訳　アメリカQ&A 山久瀬 洋二  著 IBCパブリッシング 837 320

3.11を心に刻んで　2017 岩波書店編集部  編 岩波書店 IB 369 2017

もう一つのシアター!　有川浩脚本集 有川 浩  [著] アスキー・メディアワークス あり
うれしい悲鳴をあげてくれ いしわたり 淳治  著 筑摩書房 いし
ジェリーフィッシュは凍らない 市川 憂人  著 東京創元社 いち
ピンクとグレー 加藤 シゲアキ  [著] KADOKAWA かと
クラウドガール 金原 ひとみ  著 朝日新聞出版 かね
金魚たちの放課後 河合 二湖  著 小学館 かわ
笑酔亭梅寿謎解噺  5　ハナシはつきぬ! 田中 啓文  著 集英社 たな
百年後、ぼくらはここにいないけど 長江 優子  著 講談社 なか
医者のたまご、世界を転がる。 中島 侑子  著 ポプラ社 なか
探偵部への挑戦状　放課後はミステリーとともに 東川 篤哉  著 実業之日本社 ひか
騎士団長殺し　第1部 顕れるイデア編 村上 春樹  著 新潮社 むら
騎士団長殺し　第2部 遷ろうメタファー編 村上 春樹  著 新潮社 むら
いい人ランキング 吉野 万理子  著 あすなろ書房 よし
28DAYS　運命をかえた黒人たち すべては夢のために チャールズ・R.スミス・ジュニア  作 バベルプレス E スミ

過程　65号（2016年度） 「過程」編集委員会 編 明治高等学校中学校生徒会 明 5 65

明高中図書館にはたくさんの本があります。

700　芸術．美術

800　言語

岩波ブックレット

春休み貸出の返却期限は　４月１２日(水)　です！
春休み貸出で借りた本を全て返却しないと、新年度の貸出ができません。注意してください。

英検(準1～4級)の問題集とＣＤ、2017年度版が入りました！
ぜひ勉強に役立ててください！ また、次の人のために期限を守りましょう！

よみもの・絵本

明高中関連図書

　新年度、最初の新着図書です！

気軽に立ち寄ってくださいね♪

読書、勉強、調べもの、息抜きなどにも…


