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資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社 資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社

20013014 002/I なんのために学ぶのか  池上彰 SBクリエイティブ 20013050 222/To 漢字文化の世界 藤堂 明保 KADOKAWA

20012943 002/O ドーナツを穴だけ残して食べる方法
大阪大学ショ
セキカプロ
ジェクト

日本経済新聞出版
社

20012963 234/O 独ソ戦 大木 毅 岩波書店

10020639 019/Ka 読書をプロデュース 角田 陽一郎 秀和システム 10020647 253/Ta よくわかるアメリカ文化史 巽 孝之 ミネルヴァ書房

20013062 019/G 大人になっても行きたいわたしの絵本めぐり G.B. 20012941 288/To 天皇陵 : 「聖域」の歴史学 外池 昇 講談社

20013069 019/Se それでも読書はやめられない 勢古 浩爾 NHK出版 20013059 289/Ho 明智光秀10の謎 本郷 和人 宝島社

20013061 019/No だから古典は面白い 野口 悠紀雄 幻冬舎 20013048 289/Ni 八本脚の蝶 二階堂 奥歯 河出書房新社

20013009 019/Fu 本屋を守れ 藤原 正彦 PHP研究所 20013056
290/Se/
2020

今がわかる時代がわかる世界地図 成美堂出版 成美堂出版

20013010 019/Ya 人生の1冊の絵本 柳田 邦男 岩波書店 20013012 318/Yo きみのまちに未来はあるか? 除本 理史 岩波書店

20013002 102/Chi/1 知恵から愛知へ 世界哲学史 古代1 伊藤 邦武 筑摩書房 20012947 327/Mi 行政書士になるには 三田 達治 ぺりかん社

20013001 102/Chi/2 世界哲学の成立と展開 世界哲学史 古代2 伊藤 邦武 筑摩書房 10020631 329/I はじめて学ぶEU 井上 淳 法律文化社

20013000 102/Chi/3 超越と普遍に向けて 世界哲学史 中世1 伊藤 邦武 筑摩書房 20013003 334/Na 移民と日本社会 永吉 希久子 中央公論新社

20013066 114/Ta 自己分析論 高橋 昌一郎 光文社 20013052 335/Ta 財閥の時代 武田 晴人 KADOKAWA

10020645 141/A だから僕は、ググらない。 浅生 鴨 大和出版 20013017 336/Ge 月刊朝礼が本気で考えた朝礼ネタ
コミニケ出版
月刊朝礼編
集部

サンマーク出版

20013042 141/Ho 「具体→←抽象」トレーニング 細谷 功 PHP研究所 10020651 366/Ki 化学のしごと図鑑
近畿化学協
会

化学同人

20012958 159/Na 自己肯定感が一瞬で上がる63の方法 中谷 彰宏 PHP研究所 20012965 367/Ya 「家族の幸せ」の経済学 山口 慎太郎 光文社

20013018 160/Na 教養として学んでおきたい5大宗教 中村 圭志 マイナビ出版 10020650 369/I ボランティアとファシズム 池田 浩士 人文書院

20013055 160/Ya 神々の明治維新 安丸 良夫 岩波書店 10020652 369/Ko 世界中の子どもの権利をまもる30の方法
国際子ども
権利セン
ター

合同出版

10020642 210/Shi 面白くて眠れなくなる『古事記』 島崎 晋
PHPエディターズ・
グループ

20013049 369/To 福祉業界で働く 戸田 恭子 ぺりかん社

20013070 216/Mo 「京都」の誕生 桃崎 有一郎 文藝春秋 20012945 370/Ya 「何で勉強するの」と聞かれたらどう答えますか? 柳谷 睦夫
幻冬舎メディアコン
サルティング

～新しい本が入りました！～

新着図書案内



資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社 資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社

20013060 371/A なぜヒトは学ぶのか 安藤 寿康 講談社 10020643 491/W デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 Wolf Maryanneインターシフト

20012961 372/Ma 教育格差 松岡 亮二 筑摩書房 10020614 498/Fu ショック!!やっぱりあぶない電磁波 船瀬 俊介 花伝社

20012950 375/Wa アクティブ・ラーニングとは何か 渡部 淳 岩波書店 10020679 498/Mo いのちを救う災害時医療 森村 尚登 河出書房新社

10020655 376/Ya あたらしい高校生 山本 つぼみ IBCパブリッシング 10020662 498/Sa グーグルのマインドフルネス革命 サンガ編集部サンガ

20012973 377/U 新・大学でなにを学ぶか 上田 紀行 岩波書店 20012946 499/I 薬剤師になるには 井手口 直子 ぺりかん社

20012954 383/I カレーの世界史 井上 岳久 SBクリエイティブ 20013041 538/So 図解よくわかる航空管制 園山 耕司 秀和システム

10020646 402/Cl 世界を変えた150の科学の本 Clegg Brian 創元社 20013057 548/O ドラえもんを本気でつくる 大澤 正彦 PHP研究所

10020600 410/Yu 学ぶための対話   数学ガールの秘密ノート 結城 浩 SBクリエイティブ 10020640 582/I ピアノの近代史 井上 さつき 中央公論新社

10020615 410/Yu ビットとバイナリー  数学ガールの秘密ノート 結城 浩 SBクリエイティブ 20013073 596/Ya 市販の冷凍野菜超ラクうまレシピ
キッチンヘ
ルシー

河出書房新社

20012974 417/I 統計学をめぐる散歩道 石黒 真木夫 岩波書店 10020266 613/Ku 土のコレクション 栗田 宏一 フレーベル館

10020667 417/Re 統計の歴史 Rey Olivier 原書房 20013075 625/Tsu バナナと日本人 鶴見 良行 岩波書店

10020674 420/Ro すごい物理学講義 Rovelli Carlo 河出書房新社 20012983 673/U コンビニチェーン進化史 梅澤 聡 イースト・プレス

10020269 451/Ca 雪の結晶ノート
Cassino
Mark

あすなろ書房 20013068 673/U 百貨店・デパート興亡史 梅咲 恵司 イースト・プレス

20013013 467/Chi 進化のからくり 千葉 聡 講談社 20013065 686/Ba 鉄道のドイツ史 鴋澤 歩 中央公論新社

10020637 480/O 絶滅できない動物たち
O'Connor M.
R.

ダイヤモンド社 20012984 686/Ma オリンピックと鉄道 松本 典久 交通新聞社

10020634 480/Wr 絶滅動物は甦らせるべきか? WrayBritt 双葉社 20013007 686/O 私鉄特急の謎 小川 裕夫 イースト・プレス

10020213 483/Na サンゴの海 長島 敏春 偕成社 20012989 686/Ta すごいぞ!関西ローカル鉄道物語 田中 輝美 140B

10020219 486/To 昆虫とあそぼう 戸田 幸四郎
戸田デザイン研究
室

10020644 709/O 国宝ロストワールド 岡塚 章子 小学館

10020632 487/S 魚の自然誌
Scales
Helen

築地書館 10020289 726/Ki いろんなおやさいどこになる? きのした けいコクヨ

10020654 488/Ha ツバメのひみつ = Secret of Swallow 長谷川 克 緑書房 10020596 726/Ma 真鍋博の植物園と昆虫記 真鍋 博 筑摩書房

10020658 488/Ma 鳥類学者の目のツケドコロ 松原 始 ベレ出版 10020575 726/Yo それしかないわけないでしょう
ヨシタケ シ
ンスケ

白泉社

20013064 491/Da 芸術的創造は脳のどこから産まれるか? 大黒 達也 光文社 20012948 726/Yo ものは言いよう
ヨシタケ シ
ンスケ

白泉社



資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社 資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社

20013043 756/Ho 日本刀 本間 順治 岩波書店 20012997 913/I キトラ・ボックス 池沢 夏樹 KADOKAWA

20012856 767/A 嵐という生き方 : 1999年-2020年までのキセキ
辰巳出版株
式会社

辰巳出版 10020613 913/U 悪を与えよう 牛島 薫子
幻冬舎メディアコン
サルティング

10020681 772/Sa 夢のつかみ方、挑戦し続ける力 早霧 せいな 河出書房新社 10020638 913/U しゃもぬまの島 上畠 菜緒 集英社

10020653 778/Se 声優道
声優グラン
プリ編集部

主婦の友インフォス 10020661 913/U かか 宇佐見 りん 河出書房新社

10020599 780/I なるほど最新スポーツ科学入門 伊東 浩司 化学同人 10020620 913/E 押絵と旅する男 /乙女の本棚 江戸川 乱歩 立東舎

10020648 780/I よくわかるスポーツ文化論 井上 俊 ミネルヴァ書房 10020666 913/E 去年の雪 江国 香織 KADOKAWA

20013063 783/Ma ONE TEAMのスクラム 松瀬 学 光文社 20013004 913/E/18 5分後に君とサヨナラのラスト エブリスタ 河出書房新社

10020682 807/A わたしの外国語漂流記
河出書房新
社

河出書房新社 10020628 913/O ライオンのおやつ 小川 糸 ポプラ社

20013067 810/Shi すばらしき日本語 清水 由美 ポプラ社 10020678 913/O 泣きかたをわすれていた 落合 恵子 河出書房新社

10020659 816/Ha 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

飛鳥新社 10020611 913/Ka 熱源 川越 宗一 文藝春秋

20013011 817/Mu 読解力を身につける 村上 慎一 岩波書店 10020685 913/Ka 世界が僕らを嫌っても 片山 恭一 河出書房新社

10020680 830/Tha 英語、苦手かも…?と思ったときに読む本
Thayne
David A.

河出書房新社 20012955 913/Ka ダブルトーン 梶尾 真治 徳間書店

20013008 830/Yo 英語バカのすすめ 横山 雅彦 筑摩書房 10020597 913/Ki ホームドアから離れてください 北川 樹 幻冬舎

10020616 908/I/6 源氏物語  下 角田光代訳 河出書房新社 20012996 913/Ki そして、ユリコは一人になった 貴戸 湊太 宝島社

10020598 913/A さいはての家 彩瀬 まる 集英社 20012982 913/Ku 君がいて僕はいない くらゆい あゆ集英社

10020676 913/A 森があふれる 彩瀬 まる 河出書房新社 10020649 913/Ko 神前酔狂宴 古谷田 奈月 河出書房新社

10020657 913/A 悪巧み 秋野 蜜柑
幻冬舎メディアコン
サルティング

10020625 913/Sa 夜長姫と耳男  /乙女の本棚 坂口 安吾 立東舎

10020622 913/A 蜜柑 /乙女の本棚 芥川 龍之介 立東舎 10020626 913/Sa 桜の森の満開の下 /乙女の本棚 坂口 安吾 立東舎

10020624 913/I 外科室 /乙女の本棚 泉 鏡花 立東舎 10020630 913/Sa 言の葉は、残りて 佐藤 雫 集英社

10020663 913/I 文身 = Bun Shin 岩井 圭也 祥伝社 10020672 913/Sa こどもの季節 : 恋愛論序説 佐野 洋子 河出書房新社

10020673 913/I ハラスメントゲーム 井上 由美子 河出書房新社 20012951 913/Sa 京極真セレクション蹴撃の事件録 酒井匙 小学館

20012979 913/I 銀行狐 池井戸 潤 講談社 20012953 913/Sa 怪盗キッドセレクション月下の予告状 酒井匙 小学館



資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社 資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社

20012985 913/Sa 線香花火のような恋だった 櫻井 千姫 集英社 20012986 913/Na 愛の国 中山 可穂 KADOKAWA

20013051 913/Shi どこか奇妙な恋物語 晋藤 歌六 宝島社 20012999 913/Na 悲歌 (エレジー) 中山 可穂 角川書店

20012987 913/Shi/8 座敷童子と子守唄/あやかし双子のお医者さん 椎名 蓮月 KADOKAWA 20013074 913/Na ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月 隆文 幻冬舎

20012956 913/Shu 小説 Fukushima 50 周木 律 KADOKAWA 20012995 913/Na/2 教場 2 長岡 弘樹 小学館

10020683 913/Su 硬い爪、切り裂く指に明日 菅野 彰 河出書房新社 20012988 913/Na/3 刑事指導官・風間公親 長岡 弘樹 小学館

20012959 913/Su 革命前夜 須賀 しのぶ 文藝春秋 20013044
913/Na/
22

Re:ゼロから始める異世界生活 22 長月 達平 KADOKAWA

20012960 913/Su くれなゐの紐 須賀 しのぶ 光文社 10020684 913/Ni そこにいるのに 似鳥 鶏 河出書房新社

10020635 913/Se 世界のむかしばなし 瀬田 貞二 のら書店 20013072 913/Ni サムのこと ; 猿に会う 西 加奈子 小学館

10020665 913/Se ポロック生命体 瀬名 秀明 新潮社 20012977 913/Ni/1 クビキリサイクル 西尾 維新 講談社

20013047 913/Se この青い空で君をつつもう 瀬名 秀明 双葉社 20012971 913/Ni/2 クビシメロマンチスト 西尾 維新 講談社

20012998 913/Se 絶対小説 芹沢 政信 講談社 20012978 913/Ni/3 クビツリハイスクール 西尾 維新 講談社

20012949 913/Ta/8 瀑布篇 あきない世傳金と銀 8 高田 郁 角川春樹事務所 20012970 913/Ni/4 兎吊木垓輔の戯言殺し 西尾 維新 講談社

20012962 913/Ta/8
8番線ホームのベンチとサイダー
おいしいベランダ。8

竹岡葉月 KADOKAWA 20012969 913/Ni/5 曳かれ者の小唄 西尾 維新 講談社

10020633 913/Ta いいからしばらく黙ってろ! 竹宮 ゆゆこ KADOKAWA 20012695 913/Ni/6 ヒトクイマジカル 西尾 維新 講談社

10020617 913/Da 女生徒 /乙女の本棚 太宰 治 立東舎 20012967 913/Ni/7 十三階段 西尾 維新 講談社

10020619 913/Da 葉桜と魔笛 /乙女の本棚 太宰 治 立東舎 20012968 913/Ni/8 赤き征裁vs.橙なる種 西尾 維新 講談社

10020677 913/Tsu 真夜中の子供 辻 仁成 河出書房新社 20012966 913/Ni/9 青色サヴァンと戯言遣い 西尾 維新 講談社

20013046 913/To 幽霊たちの不在証明 朝永 理人 宝島社 10020664 913/Ni 掟上今日子の設計図 西尾 維新 講談社

10020623 913/Na 夢十夜 /乙女の本棚 夏目 漱石 立東舎 10020618 913/Ha 猫町 : 散文詩風な小説  /乙女の本棚 萩原 朔太郎 立東舎

20012972 913/Na 花伽藍 中山 可穂 角川書店 10020636 913/Hi クスノキの番人 東野 圭吾 実業之日本社

20012975 913/Na サイゴン・タンゴ・カフェ 中山 可穂 角川書店 20012940 913/Hi 超・殺人事件 東野 圭吾 KADOKAWA

20012980 913/Na ゼロ・アワー 中山 可穂 徳間書店 20013006 913/Po/1 自分がここにいる理由 青木 美帆 ポプラ社



資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社 資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社

20013005 913/Po/2 いつだってそこに仲間がいる 日比野 恭三 ポプラ社 10020580 943/Shu/13アザラシの赤ちゃんが行方不明!
Stewner
Tanya

学研プラス

10020660 913/Ho 桜の園 : 小説で読む名作戯曲
ChekhovAnt
onPavlovich

光文社 20013053 943/Ta ドイツ怪談集 種村 季弘 河出書房新社

20012981 913/Ho 紙屋ふじさき記念館 ほしお さなえKADOKAWA

10020675 913/Ma 栄光へのノーサイド 増田 久雄 河出書房新社

10020686 913/Mi さよならの儀式 宮部 みゆき 河出書房新社

20012942 913/Mi ジェットコースター 南樫 創
幻冬舎メディアコン
サルティング

20012952 913/Mi 名探偵コナン 大怪獣ゴメラVS仮面ヤイバー 青山 剛昌 小学館

20012976 913/Mi 死神のノルマ 宮田 光 集英社

10020641 913/Mu 箱とキツネと、パイナップル 村木 美涼 新潮社

20013058 913/Mu/9 コンビニたそがれ堂 花時計 村山 早紀 ポプラ社

20012964 913/Ya ルビンの壺が割れた 宿野 かほる 新潮社

20013071 913/Ya 種のキモチ 山田 悠介 幻冬舎

10020621 913/Yu 瓶詰地獄 /乙女の本棚 夢野 久作 立東舎

10020627 913/Yu 死後の恋 /乙女の本棚 夢野 久作 立東舎

20012957 913/Yo 巴里マカロンの謎 米澤 穂信 東京創元社

20013045 913/Wa アイドル 地下にうごめく星 渡辺 優 集英社

10020668 914/O こぽこぽ、珈琲 阿川 佐和子 河出書房新社

10020669 914/O うっとり、チョコレート 青木 奈緒 河出書房新社

10020670 914/O ずっしり、あんこ 青木 玉 河出書房新社

10020671 914/O ひんやりと、甘味 阿川 佐和子 河出書房新社

20013016 933/In ロボット・イン・ザ・ガーデン
Install
Deborah

小学館

10020612 933/Wa チェリー Walker Nico 文藝春秋

※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。


