
請求記号 書名 著者等

002.7-I もっと！京大変人講座 世界を変える人たちの、新しい発想のヒント 市岡孝朗ほか

019.9-N だから古典は面白い 幻冬舎新書 野口悠紀雄

114.2-I 最後の講義完全版 1000年後のロボットと人間 石黒浩

146.8-T 居るのはつらいよ ケアとセラピーについての覚書　★ 東畑開人

159-E 「さみしさ」の力 孤独と自立の心理学 ちくまプリマー新書 榎本博明

162-Ｄ 地図で見る世界の宗教 ティム・ダウリー

164-H 世界の神様解剖図鑑 神話の世界がマルわかり 平藤喜久子

192.53-M 反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の正体　★ 森本あんり

204-Y 365日でわかる世界史 世界200カ国の歴史を「読む事典」 八幡和郎

210.18-K 子どもたちに語る日中二千年史 ちくまプリマー新書 小島毅

290.93-E 世界から消えゆく場所　NATIONAL GEOGRAPHIC トラビス・エルボラフほか

291.087-T 365日日本一周絶景の旅  新装版 TABIPPO編

291.36-K 東京地理入門 東京をあるく、みる、楽しむ 菊地俊夫ほか編 

291.55-A 愛知のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話 昭文社

293.09-Ｉ いま見ておきたい!ヨーロッパの絶景148 JTBパブリッシング

293.09-Y ヨーロッパ鉄道の旅 はじめてでもよく分かる ダイヤモンド・ビッグ社

304-T 高校生と考える日本の論点2020-2030 桐光学園大学訪問授業 桐光学園中学校・高等学校編

312.38-A 北欧の幸せな社会のつくり方 10代からの政治と選挙 あぶみあさき

321-M はじめの一歩法学・憲法 松原幸恵ほか編著

331.1-S それをお金で買いますか 市場主義の限界 ハヤカワ文庫　★ マイケル・サンデル

335.13-S 論語と算盤 現代語訳 ちくま新書 ★ 渋沢栄一 守屋淳訳

361.45-Y あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。14歳の世渡り術 吉田尚記

366.29-N-130 検察官になるには なるにはBOOKS 130 飯島一孝

366.29-O 10代のための資格・検定 可能性を広げる道しるべ 大泉書店編集部編

367.2-N Women ここにいる私 あらゆる場所の女性たちの、思いもかけない生き方 ナショナルジオグラフィック編著

370.4-N 10代からの批判的思考 社会を変える9つのヒント 名嶋義直ほか編著

376.8-N 環境学部 中高生のための学部選びガイド なるにはBOOKS 大学学部調べ 大岳美帆

387.9-Y 信じてみたい幸せを招く世界のしるし 米澤敬

424-I 音と音楽の科学 岩宮眞一郎

451.85-S 13歳からの環境問題 「気候正義」の声を上げ始めた若者たち 志葉玲

454.9-F 絵でわかる世界の地形・岩石・絶景 絵でわかるシリーズ 藤岡達也

460.4-F 最後の講義完全版 どうして生命にそんなに価値があるのか 福岡伸一

481.72-N きずな図鑑 美しい海の生き物 中村庸夫

481.78-K 先生、大蛇が図書館をうろついています！ 小林朋道

488.99-M カラスは飼えるか 松原始

491.11-S iPS細胞の研究室 体のしくみから研究の未来まで 志田あやか

491.371-S 最強に面白い!!脳 ニュートン式超図解 ニュートンプレス

493.8-O キャラでわかる!はじめての感染症図鑑 岡田晴恵

519-F 目で見るSDGs時代の環境問題 ジェス・フレンチ

520-S 図解眠れなくなるほど面白い建築の話 スタジオワーク

547.48-S ネットとSNSを安全に使いこなす方法 U18世の中ガイドブック ルーイ・ストウェル

576.7-N 教授にきいた…コスメの科学 野々村美宗

新着図書案内　　夏休みに読もう！
毎週、図書室には新しい本が続々と入っています。今回は4～6月に入れた本の一部をご紹介。

★はリクエストで入った本・先生おすすめ本についています。

夏休み貸出は７月28日(火)～31日(金)、冊数制限はありません。返却期限は8月27日(木)です。

書影はすべて「版元ドットコム」で使用が許可されたものです



請求記号 書名 著者等

594.3-O かぎ針編みの動物ブローチ ちょっとの毛糸ですぐできる おおまちまき

594.3-S すみっコぐらしかわいいあみぐるみ 齊藤郁子

596.6-O おいしい!かわいい!スイーツデコレーション 岡田礼子

596.6-O 不思議なお菓子レシピ サイエンススイーツ 太田さちか

596-M 焼売、ときどきチャーハン 肉も野菜もたっぷり!絶品66レシピ 五十嵐美幸

627-H 花屋さんに並ぶ植物がよくわかる「花」の便利帖 深野俊幸ほか監修

708.7-V バチカン美術館の至宝１００ バチカン美術館編

726.6-B ディック・ブルーナ “ミッフィー”を生んだ絵本作家 ブルース・イングマンほか 

751.4-R りっこのおいしいミニチュア 「ミニチュア写真の世界展」公認！ りっこ

757.3-J 色の知識  新装版 名画の色・歴史の色・国の色 城一夫

760-Z ゼロから分かる!図解クラシック音楽 宮本文昭ほか監修

763.55-J 初心者のためのギター基礎教本 自由現代社編集部編著

774-T 歌舞伎の101演目解剖図鑑 イラストで知る見るわかる歌舞伎名場面 辻和子絵と文

786.1-Y 山のリスクマネジメント ヤマケイ登山学校 山と溪谷社編

801.6-M この本を書いたのは誰だ? 統計で探る“文章の指紋” 村上征勝

816-H めんどくさがりなきみのための文章教室　★ はやみねかおる

817.5-I 14歳からの読解力教室 生きる力を身につける 犬塚美輪

830.7-Y 英語バカのすすめ 私はこうして英語を学んだ ちくまプリマー新書 横山雅彦

837.8-S 指名が途切れない通訳ガイドの英語で日本紹介アイデアブック 島崎秀定

902.3-B 世界魔法道具の大図鑑 バッカラリオほか

910.26-N ビジュアル資料でたどる文豪たちの東京 日本近代文学館編

910.28-Ｋ 生きつづけるキキ ひとつの『魔女の宅急便』論 斉藤洋

910.28-M 鷗外の恋 舞姫エリスの真実 河出文庫 六草いちか

913.6-A ハッチとマーロウ 小学館文庫 青山七恵

913.6-H 都会のトム&ソーヤ 外伝16.5 魔女が微笑む夜 はやみねかおる

913.6-H 幻想蒸気船 講談社文庫 堀川アサコ

913.6-H-1 守教 上下 新潮文庫 帚木蓬生

913.6-K ビギナーズ・ドラッグ 喜多喜久

913.6-K 銀河鉄道の父 講談社文庫 門井慶喜

913.6-N 合唱 岬洋介の帰還 中山七里

913.6-N-2 逃げるな新人外科医 泣くな研修医 ２ 幻冬舎文庫 中山祐次郎

913.6-T 白仏 集英社文庫 辻仁成

913.6-Y 見た目レシピいかがですか？ 椰月美智子

913.6-Y 注文の多い料理小説集 文春文庫 柚木麻子ほか

914.6-M 猫を棄てる 父親について語るとき 村上春樹

914.6-O みらいめがね それでは息がつまるので　★ 荻上チキ、ヨシタケシンスケ著

916-N 医者、用水路を拓く アフガンの大地から世界の虚構に挑む　★ 中村哲

916-N 天、共に在り アフガニスタン三十年の闘い　★ 中村哲

929.1-C 82年生まれ、キム・ジヨン　★ チョナムジュ

929.1-S アーモンド　★ ソンウォンピョン

933-B 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン

933-C 名犬ベラの650kmの帰宅 新潮文庫 W.ブルース・キャメロン

933-M アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ

933-P-1 ゴーストドラム  第２版 ゴーストシリーズ  １ スーザン・プライス

933-V コピーボーイ STAMP BOOKS ヴィンス・ヴォーター

943-K ベルリン1933  上下　 壁を背にして 岩波少年文庫 クラウス・コルドン

949.3-T リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン

952-M 青い鳥 角川つばさ文庫 メーテルリンク


