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☆新着図書案内　～２学期に入った本　③～

002 学問のすすめ　現代語訳 福沢／諭吉∥著 ちくま新書

002 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢／紫苑∥著 サンクチュアリ出版

007 ＶＲが変えるこれからの仕事図鑑 赤津／慧∥著 光文社

007 ＡＩ原論　神の支配と人間の自由 西垣／通∥著 講談社

007 ビッグデータ探偵団 安宅／和人　ほか著 講談社現代新書

141 「書く」習慣で脳は本気になる　なぜ言葉にすると夢は実現するのか茂木／健一郎∥著 広済堂新書

159 さあ、才能（じぶん）に目覚めよう　ストレングス・ファインダー２．０トム・ラス∥著 日本経済新聞出版社

201 歴史とは何か　世界を俯瞰する力 山内／昌之∥著 ＰＨＰ文庫

289 すべては救済のために　デニ・ムクウェゲ自伝 デニ・ムクウェゲ、ベッティル・オーケルンド∥著あすなろ書房

289 マイ・ストーリー ミシェル・オバマ∥著 集英社

310 図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス　ほか文晶文社

310 政治の絵本　学校で教えてくれない選挙の話 たかまつ／なな∥著 弘文堂

311 西洋政治思想史 宇野／重規∥著 有斐閣

312 女性のいない民主主義 前田／健太郎∥著 岩波新書　新赤版

316 境界に生きる　暮らしのなかの多文化共生 孫／美幸∥著 解放出版社

320 こども六法 山崎／聡一郎∥著 弘文堂

321 伊藤真の法学入門 伊藤／真∥著 日本評論社

324 インターネット赤ちゃんポストが日本を救う 阪口／源太　ほか著 ベストセラーズ

330 親子で学ぶお金と経済の図鑑 子どものための「お金と経済」プロジェクト∥著技術評論社

331 「原因と結果」の経済学　データから真実を見抜く思考法 中室／牧子、津川／友介∥著ダイヤモンド社

332 都市・地域経済学への招待状 佐藤／泰裕∥著 有斐閣

334 新移民時代　外国人労働者と共に生きる社会へ 西日本新聞社∥編 明石書店

340 財政のエッセンス 西村／幸浩、川口／拓∥∥著有斐閣

341 私たちと公共経済 寺井／公子、肥前／洋一∥著有斐閣

361 ２１世紀社会とは何か　「現代社会学」入門 船津／衛　ほか編著 恒星社厚生閣

361 問いからはじめる家族社会学　多様化する家族の包摂に向けて岩間／暁子　ほか著 有斐閣

361 現代社会論　社会学で探る私たちの生き方 本田／由紀∥編 有斐閣

366 視能訓練士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著保育社

367 中高生からのライフ＆セックスサバイバルガイド 松本／俊彦　ほか編 日本評論社

369 ドキュメント豪雨災害　西日本豪雨の被災地を訪ねて 谷山／宏典∥著 山と渓谷社

369 災害支援手帖 荻上／チキ∥著 木楽舎

369 激甚化する水害　地球温暖化の脅威に挑む 気候変動による水害研究会∥著日経ＢＰ社

369 意識をデザインする仕事　「福祉の常識」を覆すピープルデザインが目指すもの須藤／シンジ∥著 阪急コミュニケーションズ

369 子育て支援と経済成長 柴田／悠∥著 朝日新聞出版

369 福祉の哲学とは何か　ポスト成長時代の幸福・価値・社会構想広井／良典∥編著 ミネルヴァ書房

369 災害ボランティア入門 ピースボート災害ボランティアセンター∥編合同出版

375 想像力のスイッチを入れよう 下村／健一∥著 講談社

377 価値ある大学　2020　就職力ランキング 日経ＨＲ

384 幻の漂泊民・サンカ 沖浦／和光∥著 文春文庫

386 アイスクリームが溶けてしまう前に　家族のハロウィーンのための連作小沢健二と日米恐怖学会∥〔著〕福音館書店

388 伝説の謎　事実かそれとも空想か パトリシア　Ｓ．ダニエルズ∥〔著〕日経ナショナルジオグラフィック社

391 民間人のための戦場行動マニュアル　もしも戦争に巻き込まれたらこうやって生きのびるＳ＆Ｔ　ＯＵＴＣＯＭＥＳ、川口／拓∥著誠文堂新光社

404 日常の「？」をぜんぶ科学で解き明かす本 川村／康文∥監修 三才ブックス

404 科学と非科学　その正体を探る 中屋敷／均∥著 講談社現代新書

421 時間のすべて ニュートンプレス

460 世界を、こんなふうに見てごらん 日高／敏隆∥著 集英社文庫

470 あやしい植物図鑑　だれかに話したくなる 菅原／久夫∥監修 ダイヤモンド社

470 植物なんでも事典 柴田／規夫∥著 文一総合出版



471 日本の水草 角野／康郎∥著 文一総合出版

485 クモの奇妙な世界　その姿・行動・能力のすべて 馬場／友希∥著 家の光協会

485 日本のクモ 新海／栄一∥著 文一総合出版

487 魚のサイエンス 日経サイエンス編集部∥編 日経サイエンス

490 生命倫理への招待 塩野／寛、清水／惠子∥著 南山堂

490 安楽死を遂げた日本人 宮下／洋一∥著 小学館

491 脳の謎　誰も知らない隠された能力 日経ナショナルジオグラフィック社

491 脳は「ものの見方」で進化する ボー・ロット∥著 サンマーク出版

491 人体、なんでそうなった？　余分な骨、使えない遺伝子、あえて危険を冒す脳ネイサン・レンツ∥著 化学同人

492 命を守る、救える！応急手当〈イラスト図解〉事典　横田／裕行∥監修 主婦と生活社

493 精神科医が語る精神の病気 ニュートンプレス

493 心の病気ってなんだろう？ 松本／卓也∥著 平凡社

498 食と栄養の大百科　専門家が教える科学的に正しい知識 ニュートンプレス

498 地域医療と暮らしのゆくえ　超高齢社会をともに生きる 高山／義浩∥著 医学書院

498 災害支援者支援 高橋／晶∥編著 日本評論社

498 空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和気／晃司∥著 彩流社

517 ダムマニア 宮島／咲∥著 オーム社

518 世界の地方創生　辺境のスタートアップたち 松永／安光　ほか編著 学芸出版社

645 どんな災害でもネコといっしょ　ペットと防災ハンドブック徳田／竜之介∥監修 小学館クリエイティブ

673 遺体と火葬のほんとうの話 佐藤／信顕∥著 二見書房

673 なぜこの店で買ってしまうのか　ショッピングの科学 パコ・アンダーヒル∥著 ハヤカワ文庫　ＮＦ

761 作曲の科学　美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」 フランソワ・デュボワ∥著 ブルーバックス

775 夢のつかみ方、挑戦し続ける力　元宝塚トップスターが伝える早霧／せいな∥著 河出書房新社

778 現代アニメ「超」講義 石岡／良治∥著 ＰＬＡＮＥＴＳ／第二次惑星開発委員会

780 スポーツと君たち　１０代のためのスポーツ教養 佐藤／善人∥編著 大修館書店

789 武術の科学 吉福／康郎∥著 サイエンス・アイ新書

801 言語学講義　その起源と未来 加藤／重広∥著 ちくま新書

810 日本語をみがく小辞典 森田／良行∥〔著〕 角川ソフィア文庫

816 感情表現辞典 中村／明∥編 東京堂出版

830 英語の歴史 寺沢／盾∥著 中公新書

904 小泉八雲東大講義録　日本文学の未来のために ラフカディオ・ハーン∥〔著〕角川ソフィア文庫

913.6 小説ブラック・ジャック 瀬名／秀明∥著　手塚／治虫∥原作誠文堂新光社

913.6 花とアリス殺人事件 岩井／俊二∥原作　乙一∥著小学館文庫

913.6 坂木司リクエスト！和菓子のアンソロジー 小川／一水　ほか著 光文社文庫

913.6 魔邸 三津田／信三∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 祝祭と予感 恩田／陸∥著 幻冬舎

913.6 ヴァイオレット・エヴァーガーデン　1,2 暁／佳奈∥著 京都アニメーション

913.6 鉄のしぶきがはねる まはら／三桃∥著 講談社

913.6 蜜蜂と遠雷 上・下 恩田／陸∥〔著〕 幻冬舎文庫

913.6 手のひらの楽園 宮木／あや子∥著 新潮社

913.6 ツナグ　想い人の心得 辻村／深月∥著 新潮社

913.6 人斬り以蔵 司馬／遼太郎∥著 新潮文庫

913.6 エヌ氏の遊園地 星／新一∥著 新潮文庫

913.6 儚い羊たちの祝宴 米沢／穂信∥著 新潮文庫

913.6 祈祷師の娘 中脇／初枝∥〔著〕 ポプラ文庫ピュアフル

913.6 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 暁／佳奈∥著 ＫＡエスマ文庫

913.6 白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の月　１～４小野／不由美∥著 新潮文庫

914 知の体力 永田／和宏∥著 新潮新書

914 山のパンセ 串田／孫一∥著 ヤマケイ文庫

916 この顔と生きるということ 岩井／建樹∥著 朝日新聞出版

933 なにかが首のまわりに チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ∥著河出文庫

953 三つ編み レティシア・コロンバニ∥著早川書房

冬休み前の長期貸出しは、１２月１１日からです。貸出冊数、無制限！


