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☆新着図書案内　今年度入った新着本の一部を紹介します。

002 文系と理系はなぜ分かれたのか 隠岐／さや香∥著 星海社

007 ビッグデータと人工知能　可能性と罠を見極める 西垣／通∥著 中央公論新社

049 挫折を経て、猫は丸くなった。　書き出し小説名作集 天久／聖一∥編 新潮社

096 ビレッジプライド　「０円起業」の町をつくった公務員の物語 寺本／英仁∥著 ブックマン社

097 出雲全日本大学選抜駅伝競走２０年史 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会∥著出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会

099 繋　迷っても悩んでも道はつながる 島根を愛する路上詩人こーた∥著

141 風味は不思議　多感覚と「おいしい」の科学 ボブ・ホルムズ∥著 原書房

159 旗を立てて生きる　「ハチロク世代」の働き方マニュフェスト イケダ／ハヤト∥著 晶文社

164 日本神話はいかに描かれてきたか　近代国家が求めたイメージ 及川／智早∥著 新潮社

210.2 文明に抗した弥生の人びと 寺前／直人∥著 吉川弘文館

210.3 玉　古代を彩る至宝 古代歴史文化協議会∥編 ハーベスト出版

210.3 倭の五王　王位継承と五世紀の東アジア 河内／春人∥著 中央公論新社

210.3 古墳の古代史　東アジアのなかの日本 森下／章司∥著 筑摩書房

280 失敗図鑑　偉人・いきもの・発明品の汗と涙の失敗をあつめた図鑑ｍｕｇｎｙ∥絵 いろは出版

289 プログラミングバカ一代 清水／亮、後藤／大喜∥著 晶文社

289 ホーキング博士　人類と宇宙の未来地図 竹内／薫∥著 宝島社

302 ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＧＩＲＬ　イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語ナディア・ムラド、ジェナ・クラジェスキ∥著東洋館出版社

304 ポスト資本主義　科学・人間・社会の未来 広井／良典∥著 岩波書店

304 日本進化論 落合／陽一∥著 ＳＢクリエイティブ

312 風刺画で読み解くイギリス宰相列伝 ケネス・ベイカー∥著 ミネルヴァ書房

361 モラルの起源 亀田／達也∥著 岩波書店

361 共感スイッチ 浜崎／慎治∥著 中央公論新社

361 「地方ならお金がなくても幸せでしょ」とか言うな！ 阿部／真大∥著 朝日新聞出版

361 高校生からのリーダーシップ入門 日向野／幹也∥著 筑摩書房

366 チェンジの扉　児童労働に向き合って気づいたこと ＡＣＥ∥著 集英社

369 なぜ人と人は支え合うのか　「障害」から考える 渡辺／一史∥著 筑摩書房

370 みらいの教育　学校現場をブラックからワクワクへ変える 内田／良、苫野／一徳∥著 武久出版

370
０才から１００才まで学び続けなくてはならない時代を生
きる学ぶ人と育てる人のための教科書

落合／陽一∥著 小学館

404 科学の迷信　世界をまどわせた思い込みの真相 日経ナショナルジオグラフィック社

430 料理の科学　加工・加熱・調味・保存のメカニズム 斎藤／勝裕∥著 ＳＢクリエイティブ

451 虹の図鑑　しくみ、種類、観察方法 武田／康男∥文・写真 緑書房

451 台風についてわかっていることいないこと 筆保／弘徳　ほか編著 ベレ出版

481 動物の心　知性　感情　言葉　社会 日経ナショナルジオグラフィック社

481 動物が見ている世界と進化 スティーヴ・パーカー∥著 エクスナレッジ

490 医療ケアを問いなおす　患者をトータルにみることの現象学 榊原／哲也∥著 筑摩書房

491 人とどうぶつの血液型 近江／俊徳∥編著 緑書房

491 性とジェンダー　個と社会をめぐるサイエンス 日経サイエンス編集部∥編 日経サイエンス

493 笑いと治癒力 ノーマン・カズンズ∥〔著〕 岩波書店

498 カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの？　食べ物・飲み物にまつわるカガクのギモンＡＮＤＹ　ＢＲＵＮＮＩＮＧ∥〔著〕化学同人

498 イラストでわかる疲れないカラダの使い方図鑑 木野村／朱美∥著 池田書店

498 いのちの値段　医療と費用を巡る５０の物語 読売新聞医療部∥著 講談社

498 「小さないのち」を守る　事故、虐待、いじめ…証言から学ぶ予防と対策朝日新聞取材班∥著 朝日新聞出版

☆春休み中、図書館は閉館します。今なら、貸出冊数は無制限！！



500 もののしくみ大図鑑 ジョエル・ルボーム　ほか著 世界文化社

520 空き家を活かす　空間資源大国ニッポンの知恵 松村／秀一∥著 朝日新聞出版

589 ファストファッションはなぜ安い？ 伊藤／和子∥著 コモンズ

596 栄養と味、９割も損してる！残念な料理 ホームライフ取材班∥編 青春出版社

597 健康になりたければ家の掃除を変えなさい 松本／忠男∥著 扶桑社

597 ナチュラル洗剤そうじ術　重曹　セスキ　クエン酸　過炭酸ナトリウム　石けん　アルコール本橋／ひろえ∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

611 小さくて強い農業をつくる 久松／達央∥著 晶文社

612 エシカルな農業　未来のために今すべきこと 伊藤／一幸∥編著 誠文堂新光社

651 小さい林業で稼ぐコツ　軽トラとチェンソーがあればできる 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会

680 日本一のローカル線をつくる　たま駅長に学ぶ公共交通再生 小嶋／光信∥著 学芸出版社

686 人口減少と鉄道 石井／幸孝∥著 朝日新聞出版

711 ヒンメリをつくる　北欧フィンランドの伝統装飾モビール 山本／睦子∥編 誠文堂新光社

720 黒板アート甲子園作品集　高校生たちの消えない想い 日学株式会社∥総監修 日東書院本社

726 絵本・名人伝 中島／敦∥原作 あすなろ書房

726 みえるとかみえないとか ヨシタケ／シンスケ∥さく　伊藤／亜紗∥そうだんアリス館

743 「いい写真」はどうすれば撮れるのか？　プロが機材やテクニック以前に考えること中西／祐介∥著 技術評論社

750 子どものためのニッポン手仕事図鑑　１００年後に残したい職人の技大牧／圭吾∥監修 オークラ出版

760 未来の人材は「音楽」で育てる　世界をひらく５つのリベラルアーツ・マインド菅野／恵理子∥著 アルテスパブリッシング

761 マンガでわかる！音楽理論　１～３ 侘美／秀俊∥監修 リットーミュージック

780 姿勢と動きの「なぜ」がわかる本　スポーツ・健康づくりの指導に役立つ土屋／真人∥著 秀和システム

782 高校駅伝５０年史 長岡／民男∥ほか執筆 出版芸術社

782 ジュニア陸上競技メソッド 全国高等学校体育連盟陸上競技専門部∥編全国高等学校体育連盟陸上競技専門部

782 アスリートのためのコンディショニング　陸上競技選手ならこれだけは知っておきたい基礎知識日本陸上競技連盟医事委員会∥編陸上競技社

783 名将たちが語る「これから」の高校野球　紡がれる１００の歩み大利／実∥著 インプレス

783 高校野球弱者が勝つ方法　強豪校を倒すための戦略・心構え・練習法田尻／賢誉∥著 広済堂出版

783 野球ファンのための面白くてタメになる英単語読本 小林／一夫∥著 文芸社

786 極限！サバイバルマニュアル　「地獄の７２時間」を生き抜くサバイバルスキルを徹底解説！川口／拓∥監修 洋泉社

816 中高生からの論文入門 小笠原／喜康、片岡／則夫∥著 講談社

911.1 儀式でうたうやまと歌　木簡に書き琴を奏でる 犬飼／隆∥著 塙書房

911.3 「型」で学ぶはじめての俳句ドリル 岸本／尚毅、夏井／いつき∥著 祥伝社

913.6 永遠についての証明 岩井／圭也∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 １４歳、明日の時間割 鈴木／るりか∥著 小学館

913.6 平成くん、さようなら 古市／憲寿∥著 文芸春秋

913.6 輝天炎上 海堂／尊∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 果つる底なき 池井戸／潤∥〔著〕 講談社

913.6 プロジェクト：シャーロック 大森／望∥編 東京創元社

913.6 叙述トリック短編集 似鳥／鶏∥著 講談社

913.6 三鬼 宮部／みゆき∥著 日本経済新聞出版社

913.6 宝島 真藤／順丈∥著 講談社

913.6 本と鍵の季節 米沢／穂信∥著 集英社

913.6 １Ｒ１分３４秒 町屋／良平∥著 新潮社

913.6 ニムロッド 上田／岳弘∥著 講談社

914 遺言。 養老／孟司∥著 新潮社

914 なつかしい時間 長田／弘∥著 岩波書店

921 唐詩選 深沢／一幸∥〔著〕 角川学芸出版

921 漢詩のレッスン 川合／康三∥著 岩波書店

929 ８２年生まれ、キム・ジヨン チョ／ナムジュ∥著 筑摩書房

936 マンモスを再生せよ　ハーバード大学遺伝子研究チームの挑戦 ベン・メズリック∥著 文芸春秋


