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007ｸ アンドロイドレディのキスは甘いのか 黒川伊保子
007ﾆ 誰が世界を変えるのか? 日本企業の未来予想図 西野嘉之
019ﾂ その手があったか!時間がない人のための即効読書術 坪井賢一
049ﾀ 読み出したらとまらない雑学の本 竹内均
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131ｻ 初級者のためのギリシャ哲学の読み方・考え方 左近司祥子

134ﾆ
くまのプーさん  前向きな心をつくるニーチェの言葉

Winnie the Pooh Words of Nietzsche that grow a positive mind ニーチェ

135ｱ
ミッキーマウス幸せを呼ぶ言葉
アラン「幸福論」笑顔の方法 HAPPINESS アラン

147ｷ 魔女と魔術師 ルーシー・キャベンディッシュ
159ｴ 笑われる勇気 蛭子能収
159ｺ カイジ「どん底からはいあがる」生き方の話 木暮太一
159ｺ カイジ「したたかにつかみとる」覚悟の話 木暮太一
159ｺ カイジ「勝つべくして勝つ!」働き方の話 木暮太一
159ｻ 知性の磨き方 齋藤孝
159ﾀ 勝負論 竹中平蔵
175ｶ 神社のあいうえお 甲斐素純
175ﾄ 神社でわかる日本史 あの歴史上の人物はここに祀られている 戸部民夫
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209ｻ ヒトラー野望の地図帳 サカイヒロマル
210ｵ 天皇家のお葬式 大角修
210ｵ3 学研まんがNEW日本の歴史 3 大石学 総監修
222ｻ 中国史談集 澤田瑞穂
222ﾀ 中国史を彩った女たち 髙橋英司
234ﾆ 知ってほしい国ドイツ 新野守広, 飯田道子,梅田紅子
234ﾜ 物語ポーランドの歴史 東欧の「大国」の苦難と再生 渡辺克義
235ﾔ 大統領府から読むフランス300年史　エリゼ宮の権力亡者たち 山口昌子
238ﾘ 世界を揺るがした10日間 ジョン・リード
289ｻ 蔡英文自伝 台湾初の女性総統が歩んだ道 蔡英文
290ﾁ 地球の歩き方 D21　ベトナム 地球の歩き方編集室 編集
290ﾒ メメントモリ・ジャーニー Mement Mori Journey メレ山メレ子

294ﾔ ライオンはとてつもなく不味い 山形豪

総記（図書館、図書、百科事典、ジャーナリズム、叢書、他）

哲学（哲学、心理学、倫理学、宗教）

歴史（歴史、伝記、地理）
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323ﾂ 増量日本国憲法を口語訳してみたら 塚田薫
324ｲ 日本の無戸籍者 井戸まさえ
338ｺ カイジ「命より重い!」お金の話 木暮太一

361ﾀ
よしもとで学んだ「お笑い」を刑務所で話す
自分を愛するコミュニケーション

竹中功

361ﾌ ドキュメント日本会議 藤生明
366ｷ 女子の給料&職業図鑑 給料BANK
366ﾅ お先に失礼します! 共働きパパが見つけた残業しない働き方 中村一
367ｵ フェミニストたちの政治史 参政権,リブ,平等法 大嶽秀夫
367ﾅ スカートはかなきゃダメですか? ジャージで学校 名取寛人
367ﾌ ワンオペ育児 わかってほしい休めない日常 藤田結子
367ﾗ 父の逸脱 ピアノレッスンという拷問 セリーヌ・ラファエル
379ｻ 悪魔の勉強術　年収一千万稼ぐ大人になるために 佐藤優
383ﾀ 珈琲の世界史 旦部幸博
389ﾏ うしろめたさの人類学 松村圭一郎
391ﾅ 北欧空戦史 なぜフィンランド空軍は大国ソ連空軍に勝てたのか 中山雅洋
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420ﾊ シュレディンガーの猫 実験でたどる物理学の歴史 アダム・ハート=デイヴィス
421ﾛ 世の中ががらりと変わって見える物理の本 カルロ・ロヴェッリ
430ｱ 古代マヤの暦 予言・天文学・占星術 ジェフ・ストレイ
430ｱ 太陽系の美しいハーモニー　惑星のダンス、天の音楽 ジョン・マーティヌー
430ｱ 毒のある美しい植物 危険な草木の小図鑑 フレデリック・ギラム
430ｱ 宇宙入門 140億光年、時空への旅 マット・トウィード
445ｲ 系外惑星と太陽系 井田茂

450ｶ
地球はなぜ「水の惑星」なのか
水の「起源・分布・循環」から読み解く地球史

唐戸俊一郎

481ﾄﾞ 動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか フランス・ドゥ・ヴァール
491ﾅ こわいもの知らずの病理学講義 仲野徹
491ﾔ 抗生物質と人間 マイクロバイオームの危機 山本太郎

492ﾋ
これからのナースに実践してほしいこと
日野原重明から医療者へのメッセージ

日野原 重明

492ﾔ その先の看護を変える気づき学びつづけるナースたち
柳田邦男,陣田泰子,
佐藤紀子
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515ﾏ 世界の橋並み 地域景観をつくる橋 松村博
516ｺ 新幹線はなぜあの形なのか 流線形からカモノハシ形まで 小島英俊
521ｾ 江戸始図でわかった「江戸城」の真実 千田嘉博, 森岡知範
538ｱ 飛行機はなぜ、空中衝突しないのか? 秋本俊二

549ｸﾞ
パラノイアだけが生き残る
時代の転換点をきみはどう見極め、乗り切るのか

アンドリュー・S・グローブ

564ﾅ 人はどのように鉄を作ってきたか　4000年の歴史と製鉄の原理 永田和宏
593ﾔ ココ・シャネルの言葉 山口路子
598ﾓ かんもくって何なの!? しゃべれない日々を脱け出た私 モリナガアメ

社会科学（政治、法律、経済、統計、社会、教育、風俗習慣、国防）

自然科学（数学、理学、医学）

技術（工学、工業、家政学）
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615ﾌ 百姓夜話 自然農法の道 福岡正信
615ﾏ ズボラ農業入門 日本の発展・繁栄、地方創生に向けて Matsu釋永
627ﾄ 多肉植物生活のすすめ  The Life with TANIKU-PLANTS TOKIIRO

646ｱ 原色で楽しむ カブトムシ・クワガタムシ図鑑&飼育ガイド 安藤"アン"誠起

648ﾁ
世界のチーズ図鑑 Knowledge of Cheese
世界のチーズ209種とチーズをおいしく味わう基礎知識

チーズプロフェッショナル協会
監修

654ﾊ 人を襲うクマ 遭遇事例とその生態 羽根田治
659ｾ ぼくは猟師になった 千松信也

7
726ｶ しんさいニート カトーコーキ
726ｼﾞ ゆるふわ昆虫図鑑 気持ちがゆる～くなる虫ライフ じゅえき太郎

726ｼ10~16ぴんとこな 10~16 嶋木あこ ☆
748ｱ 京都祇園界隈 浅野輝雄撮影,近藤誠宏監修
750ｸ 魔術師のための創作BOOK 倉戸みと
756ｴ 刀剣鑑賞の基礎知識 得能一男
762ｺ ティンパニストかく語りき "叩き上げ"オーケストラ人生 近藤高顯
762ﾅ ロマン派の音楽家たち 恋と友情と革命の青春譜 中川右介
778ﾌ 映画監督、北野武。 フィルムアート社 編

780ﾃ
スポーツ栄養学 Molecular and Cellular Sports Nutrition
科学の基礎から「なぜ?」にこたえる

寺田新

780ﾖ 図解スポーツトレーニングの基礎理論 横浜市スポーツ医科学センター

783ｻ 夢はみるものではなく、かなえるもの 澤穂希
783ﾂ みるみる上達!バレーボール基礎からマスター 蔦宗浩二
785ｺ 北島康介トレーニング・クロニクル 小泉圭介著,北島康介監修 ☆

782ﾀ
クレージー・ランニング Crazy Running
日本人ランナーは何を背負ってきたのか?

髙部雨市

産業（農林水産業、商業、運輸、通信）

芸術（芸術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸、娯楽）

1/26・29・30 に 

ふろくの抽選会 
をやります。 

結果発表は 1/31 です。 

 
  

 

3年生の本の最終返却日は 

1/26(金)です。 

それ以降どうしても本を借りたい人は 
司書に相談して下さい。 

 

 

 

 

きょうのドイツ語 

Viel Erfolg! 
フィール エアフォルク 

うまくいきますように！ 

 

↑世界のチーズ図鑑 

ゆるふわ昆虫図鑑↓ 
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801ｺ リングイストを知っていますか?言語・経験・おもてなしの世界で働く
マサミ・コバヤシ・
ウィーズナー

810ﾔ 思いちがいの言葉 山口理
811ｺ 漢字とカタカナとひらがな 日本語表記の歴史 今野真二
813ｶ 感情ことば選び辞典
813ｺ ことばの結びつき辞典
813ｺ てにをは連想表現辞典 小内一
814ﾅ 音の表現辞典 中村明
837ｷ Chicken Soup for the Soul Jack Canfield ☆

837ﾍﾟ MOBY DICK Melville ☆

837ﾍﾟ Level 2 Mr. BEAN IN TOWN Rowan Atkinson ☆

837ﾍﾟ Level 2 ALICE IN WONDERLAND Lewis Carroll ☆

837ﾍﾟ Level 2 ROBIN HOOD Liz Austin ☆

837ﾍﾟ Level 2 A CHRISTMAS CAROL Charles Dickens ☆

837ﾍﾟ Level 2 ROBINSON CRUSOE Daniel Defoe ☆

837ﾍﾟ VOYAGES OF SINDBAD SAILOR Swan ☆

837ﾍﾟ Gulliver's travels Jonathan Swift ☆

837ﾏ The Adventures of Tom Sawyer MarkTwain ☆
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913ｲ12 西一番街ブラックバイト 池袋ウエストゲートパークXII 石田衣良 ☆
913ｲ13 裏切りのホワイトカード 池袋ウエストゲートパークXIII 石田衣良 ☆
913ｲ4 源氏物語 上 角田光代 ☆
913ｴ 5分後に戦慄のラスト エブリスタ　編
913ｵ GODZILLA怪獣黙示録 大樹連司
913ｵ 6番線に春は来る。そして今日、君はいなくなる。 大澤めぐみ
913ｺ 三度目の殺人 是枝裕和, 佐野晶
913ﾀ ミステリークロック 貴志 祐介 ☆
913ﾂ 残像に口紅を 筒井康隆
913ﾅ もう生まれたくない 長嶋有
913ﾋﾞ アナログ ビートたけし
913ﾏ 僕と妻の1778話 眉村卓
913ﾑ4 謹訳源氏物語　四 林望
913ﾖ 臣女 吉村萬壱
914ﾆ 十五歳の戦争 : 陸軍幼年学校「最後の生徒」 西村京太郎
931ﾄ トールキンのベーオウルフ物語 注釈版 J・R・R・トールキン
933ｳ ご遺体 イーヴリン・ウォー
933ｵ ノーサンガー・アビー ジェイン・オースティン
933ｼ フランケンシュタイン シェリー
933ﾄ トールキンのクレルヴォ物語 注釈版 J・R・R・トールキン
943ﾌ 水の精(ウンディーネ) フケー
953ﾊﾞ ゴリオ爺さん バルザック

言語
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