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春休み前長期貸出中！

返却日：４月１０日
冊数：何冊でもOK！

☆新着図書案内　～１２月以降に入った本です。

908 世界文学全集　 全３０巻 池沢／夏樹∥個人編集 河出書房新社

池澤夏樹セレクトの世界文学全集。「渡辺奨学金」からのご寄附で購入させていただきました。

分類番号 書名 著者名 出版社

007 絵でわかる人工知能　明日使いたくなるキーワード６８ 三宅／陽一郎、森川／幸人∥著 サイエンス・アイ新書

007 人工知能は私たちの生活をどう変えるのか 水野／操∥著 青春新書

049 ＹＯ！サボロー　あの「黒いやつ」、大解剖 サボロー会議∥編 文芸春秋

070 新聞力　できる人はこう読んでいる 斎藤／孝∥著 ちくまプリマー新書

141 記憶力を高める科学　勉強や仕事の効率を上げる理論と実践榎本／博明∥著 サイエンス・アイ新書

159 レジリエンス入門　折れない心のつくり方 内田／和俊∥著 ちくまプリマー新書

165
世界の宗教は人間に何を禁じてきたか
　キリスト教・ユダヤ教・イスラム教　仏教・ヒンドゥー教

井上／順孝∥著 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫

175 伊勢と出雲　韓神と鉄 岡谷／公二∥著 平凡社新書

209 銀の世界史 祝田／秀全∥著 ちくま新書

210.0 元号でたどる日本史 グループＳＫＩＴ∥編著 ＰＨＰ文庫

210.4 戦国合戦の舞台裏　兵士たちの出陣から退陣まで 盛本／昌広∥著 歴史新書ｙ

210.5 殿、ご乱心でござる　江戸三〇〇藩トップの不祥事で招いたお家の危機？中山／良昭∥著 歴史新書

289 変える 奥田／愛基∥著 河出書房新社

290 医者のたまご、世界を転がる。 中島／侑子∥著 ポプラ社

310 学校が教えないほんとうの政治の話 斎藤／美奈子∥著 ちくまプリマー新書

314 話したくなる世界の選挙　世界の選挙をのぞいてみよう コンデックス情報研究所∥編集 清水書院

315 「野党」論　何のためにあるのか 吉田／徹∥著 ちくま新書

316 ＩＳの人質　１３カ月の拘束、そして生還 プク・ダムスゴー∥著 光文社新書

319 知られざる皇室外交 西川／恵∥〔著〕 角川新書

361 くらべる東西 おかべ／たかし∥文　山出／高士∥写真 東京書籍

361
ハーフが美人なんて妄想ですから！！
　困った「純ジャパ」との闘いの日々

サンドラ・ヘフェリン∥著 中公新書ラクレ

364
ベーシック・インカムのある暮らし
　“生活本位制マネー”がもたらす新しい社会

古山／明男∥著 ライフサポート社

367 ひきこもり文化論 斎藤／環∥著 ちくま学芸文庫

367 そして〈彼〉は〈彼女〉になった　安富教授と困った仲間たち細川／貂々∥著 集英社インターナショナル

369 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 中公新書

369 日本震災史　復旧から復興への歩み 北原／糸子∥著 ちくま新書

369 給食費未納　子どもの貧困と食生活格差 鳫／咲子∥著 光文社新書

376 高大接続改革　変わる入試と教育システム 山内／太地、本間／正人∥著 ちくま新書

377 広島大学は世界トップ１００に入れるのか 山下／柚実∥著 ＰＨＰ新書

377 最後の秘境東京芸大　天才たちのカオスな日常 二宮／敦人∥著 新潮社

383 “食”で謎解き日本の歴史　料理と味でひもとく史実の新説！！奇説！？造事務所∥編 じっぴコンパクト新書

404 はじめてのサイエンス 池上／彰∥著 ＮＨＫ出版新書

431 夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か　世界をリードする日本の科学技術光化学協会∥編 ブルーバックス

441 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 ブルーバックス

453 火山の凄さと怖さがわかる本　噴火列島に生きる日本人の必須知識博学こだわり倶楽部∥編 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫

461 寿命図鑑　生き物から宇宙まで万物の寿命をあつめた図 やまぐち／かおり∥絵 いろは出版

469 身体が語る人間の歴史　人類学の冒険 片山／一道∥著 ちくまプリマー新書

471 植物はなぜ動かないのか　弱くて強い植物のはなし 稲垣／栄洋∥著 ちくまプリマー新書



480 おしり図鑑 エクスナレッジ

481
こんなところにいたの？
　じっくり探すと見えてくる動物たちのカモフラージュ

林／良博∥監修 誠文堂新光社

486 クマゼミから温暖化を考える 沼田／英治∥著 岩波ジュニア新書

490 ホスピスからの贈り物　イタリア発、アートとケアの物語 横川／善正∥著 ちくま新書

491 カラー図解はじめての生理学 上・下　動物機能編 田中（貴邑）富久子∥著 ブルーバックス

493
跳び箱に手をつき骨折する子ども
　子どもの「運動機能の低下」の実態

柴田／輝明∥著 ポプラ新書

493 アルツハイマー病は治せる、予防できる 西道／隆臣∥著 集英社新書

499 医薬品とノーベル賞　がん治療薬は受賞できるのか？ 佐藤／健太郎∥〔著〕 角川新書

501 水素エネルギーで甦る技術大国・日本 森谷／正規∥〔著〕 祥伝社新書

521 「ハイテク」な歴史建築 志村／史夫∥著 ベスト新書

521 日本から城が消える　「城郭再建」がかかえる大問題 加藤／理文∥著 歴史新書

548 意志を持ちはじめるロボット　人類が創りだす衝撃的な未来中谷／一郎∥著 ベスト新書

564
知られざる鉄の科学
　人類とともに時代を創った鉄のすべてを解き明かす

斎藤／勝裕∥編著 サイエンス・アイ新書

596 にっぽんのパンと畑のスープ 白崎／裕子∥著 ＷＡＶＥ出版

596 にっぽんの麺と太陽のごはん 白崎／裕子∥著 ＷＡＶＥ出版

601 実践！田舎力　小さくても経済が回る５つの方法 金丸／弘美∥著 ＮＨＫ出版新書

715 銅像歴史散歩 墨／威宏∥著 ちくま新書

726 えんとつ町のプペル にしの／あきひろ∥著 幻冬舎

726 進撃の巨人 21 諌山／創∥著 講談社コミックスマガジン

726 はたらく細胞 04 清水／茜∥著 シリウスKC

726 キングダム 42-44 原／泰久∥著 ヤングジャンプコミックス

743 ＳＮＳ時代の写真ルールとマナー 日本写真家協会∥編 朝日新書

748 ひとりじゃなかよ 西本／喜美子∥著 飛鳥新社

748 世界の果ての愛らしい子どもたち ピーター・ガットマン∥著 エクスナレッジ

762 １３８億年の音楽史 浦久／俊彦∥著 講談社現代新書

764 いきものがたり 水野／良樹∥著 小学館

767 アイドル受験戦記　ＳＫＥ４８をやめた私が数学０点から偏差値６９の国立大学に入るまで菅／なな子∥著 文芸春秋

781 どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法Ｅｉｋｏ∥著 サンマーク出版

782 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、中野／ジェームズ修一∥著 徳間書店

782 青トレ　青学駅伝チームのスーパーストレッチ＆バランスボールトレーニング原／晋、中野／ジェームズ修一∥著 徳間書店

801
世界のあいさつことば学
「こんにちは」「がんばれ」「ありがとう」などいっぱい

稲葉／茂勝∥著 今人舎

810 使ってはいけない日本語　あなたが口にしている 宇野／義方∥監修 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫

813 朝日キーワード 2018 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版

913.6 若冲　ぞうと出会った少年 黒田／志保子∥著 国土社

913.6 昔話法廷 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班∥編 金の星社

913.6 大きな鳥にさらわれないよう 川上／弘美∥著 講談社

913.6 ぼくたちのアリウープ 五十嵐／貴久∥著 ＰＨＰ研究所

913.6 ゼツメツ少年 重松／清∥著 新潮社

913.6 四月になれば彼女は 川村／元気∥著 文芸春秋

913.6 クローバーナイト 辻村／深月∥著 光文社

913.6 天子蒙塵 1,2 浅田／次郎∥著 講談社

914 青天有月 松浦／寿輝∥〔著〕 講談社文芸文庫

916 ゆめのはいたつにん 教来石／小織∥著 センジュ出版

949 ハリネズミの願い トーン・テレヘン∥著 新潮社

本日、３月１５日　１６時より　弦楽部図書館コンサートを行います！　ぜひおいでください。


