
 
 

 

 

分類 タイトル 著者

002チ 勉強の哲学 : 来たるべきバカのために 千葉雅也

007ケ 〈インターネット〉の次に来るもの : 未来を決める12の法則 ケヴィン・ケリー

007カ
働きたくないイタチと言葉がわかるロボット :
人工知能から考える「人と言葉」

川添愛

017タ 学校司書という仕事 高橋恵美子

021コ

学校で知っておきたい著作権
1　本の一部をコピーして授業で配ってもいいの?
2　運動会の旗に漫画キャラを描いてもいいの?
3　ネットの写真はSNSで使ってもいいの?

小寺信良 著,上沼紫野,
インターネットユーザー
協会 監修

☆ 049カ もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田桂一, 菊池良

☆ 049オ7 おかんメール Final おかんメール制作委員会 編

S049ア 世界は解らないコトだらけ、なので調べてみた 阿部亮

B069デ 大英博物館の話 出口保夫

070タ 記者と権力 滝鼻卓雄

104ウ 自由論 : 自然と人間のゆらぎの中で 内山節

B104ワ 新編普通をだれも教えてくれない 鷲田清一

111ホ 世界はなぜ「ある」のか? : 実存をめぐる科学・哲学的探索 ジム・ホルト

114マ 「死ぬのが怖い」とはどういうことか 前野隆司

B131プ ソクラテスの弁明 プラトン

141リ 触れることの科学 : なぜ感じるのかどう感じるのか デイヴィッド・J・リンデン
191サ 神学部とは何か : 非キリスト教徒にとっての神学入門 佐藤優

S203ツ 世界史読書案内 津野田興一

204ズ 図説世界史を変えた50の指導者(リーダー) チャールズ・フィリップス

204ズ 図説世界史を変えた50の戦略 ダニエル・スミス

204セ 20代で知っておくべき「歴史の使い方」を教えよう。 千田 琢哉

B210ワ 百姓たちの幕末維新 渡辺尚志
230イ 図解中世の生活 池上正太

235ワ 巴里籠城日誌 : 校訂現代語訳 : 維新期日本人が見た欧州 渡正元

S238ヒ ロシア革命史入門 広瀬隆
B289マ 松下幸之助夢を育てる 松下幸之助

B289サ タングステンおじさん : 化学と過ごした私の少年時代 オリヴァー・サックス

☆ 289ワ レーニン : 二十世紀共産主義運動の父 和田 春樹

☆ B289ナ 危険な世界史 運命の女篇 中野京子
291ノ ほじくりストリートビュー = HOJIKURI STREET VIEW 能町みね子

293ヨ ヨーロッパ鉄道旅行入門:旅情あふれる各地の列車と駅が大集合

304イ
教養として知っておきたい池上彰の現代史 :
いまさら聞けない社会人の常識

池上 彰/著

312カ モディが変えるインド:台頭するアジア巨大国家の「静かな革命」 笠井 亮平

☆ 312コ 分解するイギリス : 民主主義モデルの漂流 近藤 康史

361カ 日本文化における時間と空間 加藤周一

B365ハ 暮らしの中の表示 : 知らないと困る最新知識 博学こだわり倶楽部/編

367ア 女子と貧困 : 乗り越え、助け合うために 雨宮 処凛

367マ 現地レポート世界LGBT事情 フレデリック・マルテル著

369タ 「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。 田尻 由貴子

B382ベ 菊と刀 ベネディクト

B388ニ 世界の猫の民話 日本民話の会 外国民話研究会

B411ソ シンメトリーの地図帳 マーカス・デュ・ソートイ

S431ヨ レファレンス物理化学 米持悦生,近藤伸一,山中淳平

S443ナ カリスマ解説員の楽しい星空入門 永田　美絵

B467リ やわらかな遺伝子 マット・リドレー

B467ダ 種の起源 上下 ダーウィン

S481ホ 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

S486マ バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎

S493イ 発達障害 岩波明

493ア
きょうのお母さんはマル、お母さんはバツ :
双極性障害の親をもつ子どもにおくる応援メッセージ

雨こんこん 文,
はにゅうだゆうこ 絵

497キ 欠歯生活 = KEPPA LIFE : 歯医者嫌いのインプラント放浪記 北尾トロ
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S507イ 理系のための法律入門 : デキる社会人に不可欠な知識と倫理 井野邊陽

B540ボ 電気革命 : モールス、ファラデー、チューリング デイヴィッド・ボダニス

596サ
バスク料理大全 = Euskal Herriko sukaldaritza tradizionala:
家庭料理、伝統料理の調理技術から食材、食文化まで。

作元慎哉, 和田直己

596ビ
マヨネーズがなければ生きられない、
スペイン人シェフのマヨネーズの本 : NO MAYONNAISE,NO LIFE

ホセ・バラオナ・ビニェス

598ア 超図解やさしい介護のコツ 朝日新聞出版

S611ヨ ルポ農業新時代 読売新聞経済部

611イ 移住女子 伊佐知美

646ハ インコの気持ちと飼い方がわかる本 濱本麻衣

649ナ90 動物看護師になるには 井上こみち

650ヴ 樹木たちの知られざる生活 : 森林管理官が聴いた森の声 ペーター・ヴォールレーベン
666ア 元気な魚が育つ水槽作り:臭わない・にごらない水槽で水換えなし! 青木 崇浩
675ヒ バカ売れアプリ生活:自作ゲーの集客とマネタイズぜんぶ教えます! ひさしApp

682キ 牛車で行こう! : 平安貴族と乗り物文化 京樂真帆子

704マ バイオアート : バイオテクノロジーは未来を救うのか。 ウィリアム・マイヤーズ

☆ B723ナ 怖い絵 泣く女篇 中野京子

☆ B723ナ 怖い絵 死と乙女篇 中野京子

☆ B723ナ 怖い絵 中野京子

726サ1 動物のお医者さん愛蔵版1～6 佐々木倫子

☆ 728イ 一日一書 石川九楊

B761サ 音楽嗜好症:脳神経科医と音楽に憑かれた人々 オリヴァー・サックス
761ナ リズム感が良くなる「体内メトロノーム」トレーニング 長野 祐亮

S779マ 夜を乗り越える 又吉直樹

S810ニ 日本語全史 沖森卓也

☆ B810モ 日本語表と裏 森本哲郎

824 まんが中国名言故事 譚小勇

829フ SNSでつぶやく毎日の韓国語 古田富建, 成都恵未

829タ パスポート初級ベトナム語辞典 田原 洋樹 他 編
829イ 楔形文字を書いてみよう読んでみよう:古代メソポタミアへの招待 池田潤

834マ 直訳禁止!ネイティブが使うユニーク英語表現 牧野髙吉

840ネ これならわかる!ドイツ文化&ドイツ語入門 根本道也

854コ 今すぐ役立つフランス語の日常基本単語集 近藤野里

857ク 今すぐ話せる!いちばんはじめのフランス語会話 倉方秀憲

893ヨ ニューエクスプレスバスク語 吉田浩美

☆ 901ア 場面設定類語辞典 アンジェラ・アッカーマン他

B913ツ 虫めづる姫君 : 堤中納言物語

913イ あの子が結婚するなんて 五十嵐貴久

913ド チャップリン暗殺指令 = Assassination Command of Chaplin 土橋章宏

B913イ アキラとあきら 池井戸潤

☆ B913シ 七時間半 獅子文六

☆ B913カ 輝天炎上 海堂尊

B913ヒ 虚ろな十字架 東野圭吾

B913ハ 明治・妖(あやかし)モダン 畠中恵

B914ア 時をかけるゆとり 朝井リョウ

914オ 岡潔 : 数学を志す人に 岡潔

☆ B916イ 苦海浄土 : わが水俣病 石牟礼道子

B932シ ピグマリオン バーナード・ショー

B933ロ3 ドリトル先生の郵便局 ヒュー・ロフティング

B933デ 二都物語 上下 ディケンズ

B933フ 若者はみな悲しい フィッツジェラルド

B943ホ 砂男/クレスペル顧問官 ホフマン

B943リ マルテの手記 リルケ

949テ ハリネズミの願い トーン・テレヘン

963イ 悪しき愛の書 フェルナンド・イワサキ

B973コ ピノッキオの冒険 カルロ・コッローディ

B983ト イワン・イリイチの死. クロイツェル・ソナタ トルストイ
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9
文学

5
技術
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工業、

家政学）

6
産業

（農林
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商業、
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7
芸術
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音楽、

演劇、
スポーツ、

諸芸、

娯楽）

1 学期の人気本はシェイクスピア『ハムレット』、 

湊かなえ『贖罪』『リバース』、 

住野よる『君の膵臓を食べたい』 他 

 

☆お知らせ☆ 

雑誌の付録の抽選会をやります。興味のある人は 

9月 27日までに司書に声をかけてください。 

 


