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002/Ro 10020401
Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを
基に世界を正しく見る習慣

Rosling Hans 日経BP社 140/He 10020376 ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 小野 良平 創元社

007/Ａ 10020583 AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井 紀子 東洋経済新報社 141/O 10020493
"よい色"の科学 : なぜ,その色に決めたのか =
Science of good color

近江 源太郎 日本規格協会

016/A 10020566 彼岸の図書館 : ぼくたちの「移住」のかたち 青木 真兵 夕書房 141/Ki 10020414
論理的思考力が6時間で身につく本 : 楽しみなが
らステップアップ!

北村 良子 大和出版

019/Ko 10020571 本を弾く : 来るべき音楽のための読書ノート 小沼 純一 東京大学出版会 141/Mi 10020494
人生が豊かになる色彩心理 : 色のパワーで心も
体も元気になる! : スッキリわかる!

宮田 久美子 ナツメ社

019/Ha 10020581
出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合
いそうな本をすすめまくった1年間のこと

花田 菜々子 河出書房新社 141/Pa 10020492
色と性格の心理学 : たった1秒で人を見抜く・自分
を変える

ポーポー・ポ
ロダクション

日本文芸社

049/A 10020486 年齢の事典 : その時何歳? 阿部 猛 東京堂出版 145/Ki 10020405 錯視入門 北岡 明佳 朝倉書店

100/O 10020400
世界のエリートが教養として身につける「哲学用
語」事典

小川 仁志 SBクリエイティブ 147/Cl 10020475 幽霊とは何か : 五百年の歴史から探るその正体
Clarke
Roger

国書刊行会

104/Ko 10020586 その悩み、哲学者がすでに答えを出しています 小林 昌平 文響社 147/Gr 10020412 絶対に出る世界の幽霊屋敷
Grenville
Robert

日経ナショナルジ
オグラフィック社

104/Chi 10020520 意味がない無意味 千葉 雅也 河出書房新社 151/Ha 20012811
幸福とは何か : ソクラテスからアラン、ラッセルま
で

長谷川 宏 中央公論新社

116/Ka 10020396 論理と分析 : 文系のための記号論理入門 金子 裕介 晃洋書房 152/U 10020472 困難な結婚 内田 樹
アルテスパブリッシ
ング

130/Ko 10020995 イラスト西洋哲学史 小阪 修平 宝島社 164/Ko 20012812 本当は怖い日本の神話
古代ミステ
リー研究会

彩図社

130/Ta/2 10020998 哲学用語図鑑 田中 正人 プレジデント社 167/Na 10020411
となりのイスラム : 世界の3人に1人がイスラム教
徒になる時代

内藤 正典 ミシマ社

130/Ha 20012825 いまを乗り越える哲学のすごい言葉 晴山 陽一 青春出版社 188/I 20012824 教養として知っておきたい空海の真実 池口 豪泉 ロングセラーズ

130/Pa 10020408
マンガで入門世界一ゆるい哲学 : 「人生の答えが
わかる」かもしれない23賢人の教え

Patton
Michael F.

ダイヤモンド社 188/Ma 10020459 使える禅 : 暮らしに役立つ基礎知識 枡野 俊明 朝日新聞出版

131/A 20012810 心とは何か Aristotle 講談社 188/Yu 20012796 眠れないほど面白い空海の生涯 由良 弥生 三笠書房

140/Shi 10020409 人の心が読みとれる心理学入門 渋谷 昌三 かんき出版 204/We 10020496 失敗だらけの人類史 : 英雄たちの残念な決断.
Weir
Stephen

日経ナショナルジ
オグラフィック社

140/Na 10020410
図解身近にあふれる「心理学」が3時間でわかる
本 : 思わずだれかに話したくなる

内藤 誼人 明日香出版社 204/Phi 10020474 とてつもない失敗の世界史 PhillipsTom 河出書房新社

～新しい本が入りました！～

新着図書案内
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204/Pr 10020497
逆境だらけの人類史 : 英雄たちのあっぱれな決
断

Price Bill
日経ナショナルジ
オグラフィック社

319/U 10020402
明日 (あした) の平和をさがす本 : 戦争と平和を
考える絵本からYAまで300

宇野 和美 岩崎書店

204/Ro 10020265 世界の陰謀論 : ビジュアルストーリー
Robinson
Michael

日経ナショナルジ
オグラフィック社

335/Shi 20012761 論語と算盤 : 現代語訳 渋沢 栄一 筑摩書房

209/Ki 10020477 詳説世界史研究 木村 靖二 山川出版社 361/O 10020431
真実を語れ、そのまったき複雑性において : ス
チュアート・ホールの思考

小笠原 博毅 新泉社

209/Hi 10020507
人類の意識を変えた20世紀 : アインシュタインか
らスーパーマリオ、ポストモダンまで

Higgs John インターシフト 366/Mo 10020413
10年後に失敗しない未来予想図 : 次のライフス
テージをプロデュース : この一冊で人生丸わかり!

森永 卓郎 神宮館

210/Ka 20012791
早わかり日本史 : ビジュアル図解でわかる時代
の流れ!

河合 敦 日本実業出版社 369/I 20012828
震災のときあったらいいもの手帖 : 体験したから
伝えられる知恵103

チーム住ま
いと暮らし

住まいの学校

210/Ko 10020481
古墳のひみつ : 見かた・楽しみかたがわかる本 :
古代遺跡めぐり超入門

古代浪漫探
究会

メイツ出版 369/Ya 10020429
支える・つながる : 地域・自治体・国の役割と社会
保障

山野 良一 明石書店

210/Sa 10020483
日本の大名・旗本のしびれる逸話 : 名将・知将の
頭脳とハート

左文字 右京 東邦出版 376/O 20012866 幼稚園教諭になるには
大豆生田 啓
友

ぺりかん社

210/Se 10020468
地形と地理で解決!!古代史の秘密55 : カラー版で
ますますわかった!

千田 稔 洋泉社 379/Vo 10020385
イラストで学ぶスタディスキル図鑑 : 自ら学習す
る力をつける

Vorderman
Carol

創元社

210/Ta 20012798
日本書紀入門 : 決定版 : 2000年以上続いてきた
国家の秘密に迫る

竹田 恒泰 ビジネス社 376/Ya 20012870
早慶MARCHに入れる中学・高校 : 親が知らない
受験の新常識

矢野 耕平 朝日新聞出版

210/Mi 20012814 古代豪族と大王の謎 水谷 千秋 宝島社 380/I 10020482 はじめて学ぶ民俗学 市川 秀之 ミネルヴァ書房

222/E 20012833
今こそ知りたい三国志 : 完全保存版 : 曹操・劉
備・孫権三国英雄のホントの実像

英和出版社 382/Na 20012795 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 中川 裕 集英社

253/St/1 10020579 世界の武器商人アメリカ誕生 Stone Oliver あすなろ書房 386/Ku 10020480 日本の祭り解剖図鑑 久保田 裕道 エクスナレッジ

253/St/2 10020464 なぜ原爆は投下されたのか? Stone Oliver あすなろ書房 387/To 10020476 鬼とはなにか : まつろわぬ民か、縄文の神か 戸矢 学 河出書房新社

281/O 20012792 ざんねんな武将たち 大友 宗哉 辰巳出版 388/A/1 10020451 日本現代怪異事典 朝里 樹 笠間書院

288/Myo 20012813 知れば知るほど面白い名字の秘密大辞典
名字の秘密
研究会

彩図社
388/A/1
-2

10020490 日本現代怪異事典副読本 朝里 樹 笠間書院

289/A 10020495 光秀からの遺言 : 本能寺の変436年後の発見 明智 憲三郎 河出書房新社 402/Ha 10020572 科学大図鑑
Hart-Davis
Adam

三省堂

290/Be 10020375 世界の秘密都市 : ビジュアルストーリー
Beecroft
Julian

日経ナショナルジ
オグラフィック社

407/Ka 10020407
国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文
の書きかた

上出 洋介 丸善出版

302/A/2021 20012874 朝日キーワード 朝日新聞社 朝日新聞社 407/Ka/1 10020398 宇宙のふしぎ 渡部 潤一 KADOKAWA

311/Na 20012826 アレント入門 中山 元 筑摩書房 407/Ka/2 10020473 地球のふしぎ 木川 栄一 KADOKAWA
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407/Ka/3 10020399 生きもののふしぎ 小菅 正夫 KADOKAWA 761/Ge 10020577
悲しい曲の何が悲しいのか : 音楽美学と心の哲
学

源河 亨
慶應義塾大学出版
会

413/Fe 10020404 微分、積分、いい気分。
Fernandez
Oscar E.

岩波書店 762/Ma 10020584 クラシック名曲全史 : ビジネスに効く世界の教養 松田 亜有子 ダイヤモンド社

417/Re 10020430 ダメな統計学 : 悲惨なほど完全なる手引書
Reinhart
Alex

勁草書房 775/Mo 20012869
タカラヅカの謎 : 300万人を魅了する歌劇団の真
実

森下 信雄 朝日新聞出版

451/Ho 10020999
気象予報士・蓬莱さんのへぇ～がいっぱい!クレヨ
ン天気ずかん : ことわざで明日の空がわかる!

蓬莱 大介 主婦と生活社 778/I 10020570 STAR WARS漢字の奥義 稲村 広香 講談社

457/U 10020469 日本の白亜紀・恐竜図鑑 宇都宮 聡 築地書館 779/Ko 20012834 講談師・浪曲師になるには 小泉 博明 ぺりかん社

457/U 10020471 日本の絶滅古生物図鑑 宇都宮 聡 築地書館 780/Go 20012876 オリンピック・パラリンピックを学ぶ 後藤 光将 岩波書店

457/U 10020997 日本の恐竜図鑑 : じつは恐竜王国日本列島 宇都宮 聡 築地書館 798/Chi 20012827 頭が突然鋭くなるクイズ
知的生活追
跡班

青春出版社

465/A 10020383 微生物の図鑑 : ミクロの世界の住人たち 赤木 かん子 新樹社 816/I 10020994 思考を鍛えるレポート・論文作成法 井下 千以子
慶應義塾大学出版
会

519/Ge 10020585
脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な地球と世界
ビジネスの潮流 : SDGs時代の環境問題最前線

堅達 京子 山と溪谷社 816/Sa 10020993 これからレポート・卒論を書く若者のために 酒井 聡樹 共立出版

520/Wi 10020381 まぼろしの奇想建築
Wilkinson
Philip 1955-

日経ナショナルジ
オグラフィック社

816/Ya 10020435 大学一年生の文章作法 山本 幸司 岩波書店

530/Cha 10020526 図説世界史を変えた50の機械 Chaline Eric 原書房 816/Yo 10020395 マンガでやさしくわかる論文・レポートの書き方 吉岡 友治
日本能率協会マネ
ジメントセンター

547/I 10020406 情報通信技術はどのように発達してきたのか 井上 伸雄 ベレ出版 837/Pa 20012867
英語対訳で読む動物図鑑 : 生態の不思議を話し
たくなる!

Patton
Gregory

実業之日本社

596/Le 10020374
フランスのお菓子めぐり : 子どもが夢みるプチガ
トー

Le Goaziou
Marie

グラフィック社 911/Na 20012868 俳句は入門できる 長嶋 有 朝日新聞出版

664/Hi 10020403 深海魚のレシピ : 釣って、拾って、食ってみた 平坂 寛 地人書館 913/O 20012872 妖し 恩田 陸 文藝春秋

675/O 10020491
「欲しい」の本質 : 人を動かす隠れた心理「インサ
イト」の見つけ方

大松 孝弘 宣伝会議 913/Ku/1 10020445 時間篇 SFショートストーリー傑作セレクション 日下 三蔵 汐文社

702/P 10020479 ルネサンスとは何か。 ペン編集部
阪急コミュニケー
ションズ

913/Ku/2 10020443 ロボット篇 SFショートストーリー傑作セレクション 日下 三蔵 汐文社

723/Ya 10020488 美しいアンティーク鉱物画の本 山田 英春 創元社 913/Ku/3 10020444 異次元篇 SFショートストーリー傑作セレクション 日下 三蔵 汐文社

756/I 10020457 図説・日本刀大全 : 決定版. 学習研究社 913/Ku/4 10020442 未来篇SFショートストーリー傑作セレクション 日下 三蔵 汐文社

759/Li 10020573 レゴブロックの世界
Lipkowitz
Daniel

東京書籍 913/Sa 10020569 予言の島 澤村 伊智 KADOKAWA
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913/Shi/3 20012871
スマホを落としただけなのに 戦慄するメガロポリ
ス

志駕 晃 宝島社 914/Fu 10020524 国家とは何か 福田 恆存 文藝春秋

913/Su 10020582 14歳、明日の時間割 鈴木 るりか 小学館 914/To 10020489 朝永振一郎 : 見える光、見えない光 朝永 振一郎 平凡社

913/Na/1 10020587 集合写真(怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社 914/U 20012832 疲れすぎて眠れぬ夜のために 内田 樹 角川書店

913/Na/2 10020591 また、いる……(怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社 916/Sa 20012818
寝たきりだけど社長やってます : 十九歳で社長に
なった重度障がい者の物語

佐藤 仙務 彩図社

913/Na/3 10020593 人形の家(怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社 933/Wa 20012875 アナと雪の女王2
ウォルトディ
ズニーカン
パニー

偕成社

913/Na/4 10020594 病院裏の葬り塚 (怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社 973/Co 10020567 どこか、安心できる場所で : 新しいイタリアの文学
Cognetti
Paolo 1978-

国書刊行会

913/Na/5 10020589 見てはいけない本 (怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社

913/Na/6 10020590 ひとり増えてる… (怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社

913/Na/8 10020588 マネキン人形(怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社

913/Na/10 10020592 霊を呼ぶ本(怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社

913/Na/11 10020449 つきまとう本 (怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社

913/Na/12 10020446 うしろを歩く者(怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社

913/Na/13 10020450 12時05分15秒 (怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社

913/Na/14 10020448 乃木坂の怪談(怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社

913/Na/15 10020447 封印された本(怪談5分間の恐怖). 中村 まさみ 金の星社

913/Hi 20012873 探偵さえいなければ 東川 篤哉 光文社

913/Mu 10020568 変半身(かわりみ) 村田 沙耶香 筑摩書房

913/Mo 20012829 白骨の処女 森下 雨村 河出書房新社

913/Yo 20012816 図解眠れなくなるほど面白い古事記 吉田 敦彦 日本文芸社

※お願い※

学校からの本を持ち出し又は長期になる場合は

必ずカウンターに借りに来てください

カウンターに来ない場合は必ずその日に返却

ボックスに返却してくだい

図書室の本は学院みんなのものです

丁寧に利用してください。


