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☆新着図書案内　長らく案内をしておらず失礼しました<(_ _)>　新着本の一部を紹介します。

007 セキュリティコンテストチャレンジブック　ＣＴＦで学ぼう！情報を守るための戦い方碓井／利宣　ほか著 マイナビ

007 ハッキング・ラボのつくりかた　仮想環境におけるハッカー体験学習ＩＰＵＳＩＲＯＮ∥著 翔泳社

007 人工知能　その到達点と未来 中島／秀之　ほか編著 小学館

116 １３歳からのもっと頭がよくなるコツ大全　 小野田／博一∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ

141 愛する人を失ったときあなたに起こること　グリーフケアに学ぶ、深い悲しみの癒やし方松家／かおり∥著 日貿出版社

141 自分の強みを見つけよう　「８つの知能」で未来を切り開く有賀／三夏∥著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

141 子どもは４００００回質問する　あなたの人生を創る「好奇心」の驚くべき力イアン・レズリー∥著 光文社

159 倒れない計画術　まずは挫折・失敗・サボりを計画せよ！メンタリストＤａｉＧｏ∥著 河出書房新社

159 筋トレが最強のソリューションである　 Ｔｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎｅ∥著 ユーキャン学び出版

159 奇跡のストレスフリー講座　　 田中／光∥著 宝島社

159 弱さをさらけだす勇気 松岡／修造∥著 講談社

159 没頭力　「なんかつまらない」を解決する技術 吉田／尚記∥著 太田出版

204 ホモ・デウス　上・下　テクノロジーとサピエンスの未来ユヴァル・ノア・ハラリ∥著 河出書房新社

209 世界史／いま、ここから 小田中／直樹　ほか編 山川出版社

210.4 イラストでみる戦国時代の暮らし図鑑 小和田／哲男∥監修 宝島社

234 正義の声は消えない　反ナチス・白バラ抵抗運動の学生たちラッセル・フリードマン∥著 汐文社

280 世界を変えた１００人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ　ほか文 河出書房新社

288 池上彰の「天皇とは何ですか？」 池上／彰∥著 ＰＨＰ研究所

289 きみ江さん　ハンセン病を生きて 片野田／斉∥著 偕成社

290 エピソードで読む世界の国２４３ エピソードで読む世界の国編集委員会∥編山川出版社

297 極北へ 石川／直樹∥著 毎日新聞出版

304 日本＆世界の未来年表　超ビジュアル 世界博学倶楽部∥著 ＰＨＰ研究所

304 物語でわかるＡＩ時代の仕事図鑑 竹内／一正∥著 宝島社

317 日本のカッコいい公務員図鑑 秋山／謙一郎∥監修 主婦の友社

318 「循環型経済」をつくる　図解でわかる田園回帰１％戦略藤山／浩　ほか編著 農山漁村文化協会

329 紛争地の看護師 白川／優子∥著 小学館

333 国をつくるという仕事 西水／美恵子∥著 英治出版

361 ゾンビ学 岡本／健∥著 人文書院

367 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン∥作 岩崎書店

369 アラヤシキの住人たち 本橋／成一∥写真と文 農山漁村文化協会

371 使える脳の鍛え方　成功する学習の科学 ピーター・ブラウン　ほか著 ＮＴＴ出版

388 アフリカのことわざ アフリカのことわざ研究会∥編 東邦出版

392 自衛隊イラク日報　バグダッド・バスラの２９５日間 防衛省∥原文 柏書房

404 ニセ科学を１０倍楽しむ本 山本／弘∥著 筑摩書房

450 変化する地球環境　異常気象を理解する 木村／竜治∥著 左右社

457 リアルサイズ古生物図鑑　古生物のサイズが実感できる！土屋／健∥著 技術評論社

460 生きものは円柱形 本川／達雄∥著 ＮＨＫ出版

483 ウニはすごいバッタもすごい　デザインの生物学 本川／達雄∥著 中央公論新社

486 きらいになれない害虫図鑑 有吉／立∥著 幻冬舎

493 私たちは生きづらさを抱えている　発達障害じゃない人に伝えたい当事者の本音姫野／桂∥著 イースト・プレス

494 毛髪の科学と診断 八木原／陽一∥著 薬事日報社

498 自律神経を整える最高の食事術 小林／弘幸∥著 宝島社

☆春休み前特別貸出中！
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498 医者が教える食事術最強の教科書　２０万人を診てわかった医学的に正しい食べ方６８牧田／善二∥著 ダイヤモンド社

517 知っておきたい水問題 沖／大幹∥編著 九州大学出版会

519 買いものは投票なんだ　ＥＡＲＴＨおじさんが教えてくれたことほう∥絵　藤原／ひろのぶ∥文 三五館シンシャ

578 生物とコラボする　バイオプラスチックの未来 工藤／律子∥著 岩波書店

594 ハーバリウム　美しさを閉じこめる植物標本の作り方 誠文堂新光社∥編 誠文堂新光社

596 カオリーヌ菓子店のチーズケーキ かのう／かおり∥著 主婦と生活社

596 アトリエ・タタンのチーズケーキ　ベイクド、レア、スフレ３つの基本と、ヨーロッパのチーズケーキ渡部／まなみ∥著 文化学園文化出版局

601 廃校再生ストーリーズ 美術出版社

611 農業のマーケティング教科書 岩崎／邦彦∥著 日本経済新聞出版社

614 スマート農業のすすめ 渡辺／智之∥著 産業開発機構株式会社映像情報編集部

650 図解知識ゼロからの林業入門 関岡／東生∥監修 家の光協会

659 猟師が教えるシカ・イノシシ利用大全　絶品料理からハンドクラフトまで田中／康弘∥著 農山漁村文化協会

659 これから始める人のための狩猟の教科書 東雲／輝之∥著 秀和システム

675 ヒットの設計図　ポケモンＧＯからトランプ現象まで デレク・トンプソン∥著 早川書房

686 日本の鉄道は世界で戦えるか　国際比較で見えてくる理想と現実川辺／謙一∥著 草思社

726 まんがアフリカ少年が日本で育った結果 星野／ルネ∥著 毎日新聞出版

726 問題だらけの女性たち ジャッキー・フレミング∥著 河出書房新社

748 ＰＯＣＡＲＩ　ＳＷＥＡＴ　奥山由之写真集 奥山／由之∥著 青幻舎

780 スポーツメンタルの科学 若松／健太　ほか監修 洋泉社

781 すごいストレッチ　職場で、家で、学校で、働くあなたの疲れをほぐす崎田／ミナ∥著 エムディエヌコーポレーション

816 文章力の基本　簡単だけど、だれも教えてくれない７７のテクニック阿部／紘久∥著 日本実業出版社

911.4 シルバー川柳　笑いあり、しみじみあり みやぎシルバーネット∥編 河出書房新社

913.6 掟上今日子の乗車券 西尾／維新∥著 講談社

913.6 １００年の木の下で 杉本／りえ∥〔著〕 ポプラ社

913.6 琥珀の夢 上・下　小説鳥井信治郎 伊集院／静∥著 集英社

913.6 ちょっと今から仕事やめてくる 北川／恵海∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 ライヴ 山田／悠介∥〔著〕 幻冬舎

913.6 後妻業 黒川／博行∥著 文芸春秋

913.6 紙の月 角田／光代∥著 角川春樹事務所

913.6 ののはな通信 三浦／しをん∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 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

913.6 星をつなぐ手　桜風堂ものがたり 村山／早紀∥著 ＰＨＰ研究所

913.6 花のあと 藤沢／周平∥著 文芸春秋

913.6 地球星人 村田／沙耶香∥著 新潮社

913.6 赤と灰色のサクリファイス／青と無色のサクリファイス 綾崎／隼∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 乾山晩愁 葉室／麟∥〔著〕 角川書店

913.6 下町ロケット　ゴースト／ヤタガラス 池井戸／潤∥著 小学館

913.6 愛なき世界 三浦／しをん∥著 中央公論新社

913.6 てらさふ 朝倉／かすみ∥著 文芸春秋

913.6 伝説のエンドーくん まはら／三桃∥著 小学館

913.6 アート少女　根岸節子とゆかいな仲間たち 花形／みつる∥〔著〕 ポプラ社

913.6 ぼぎわんが、来る 沢村／伊智∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 スマホを落としただけなのに 志駕／晃∥著 宝島社

913.6 風と行く者　守り人外伝 上橋／菜穂子∥作 偕成社

933 ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン∥著 あすなろ書房

933 キツネのパックス　愛をさがして サラ・ペニーパッカー∥作 評論社

933 はみだしインディアンのホントにホントの物語 シャーマン・アレクシー∥著 小学館

943 死神裁判　妻を奪われたボヘミア農夫の裁判闘争 ヨハネス・デ・テプラ∥著 現代書館


