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香日 ゆら 夏目漱石解体全書 ユニプラン編集部 奈良社寺案内 散策&観賞 奈良大和路編 2017年最新版 古都の美術・歴史を訪ねて 宮澤 正明 (編集) 常用漢字書きかた字典

柳田 征司 日本語の歴史①～⑥ ユニプラン編集部 京都社寺案内 散策&観賞 京都編 2017年最新版 カルロ・ロヴェッリ すごい物理学講義

医療情報科学研究所 病気がみえるvol.11 運動器・整形外科 アニー・ジェイコブセン ペンタゴンの頭脳 世界を動かす軍事科学機関DARPA (ヒストリカル・スタディーズ) 栗原 将人 （著） ｶﾞｳｽの数論世界をゆく 正多角形の作図から相互法則・数論幾何へ 

福家 俊幸 (編集) 更級日記の新世界 (知の遺産シリーズ) 中山 七里 (著) ドクター・デスの遺産 浜口倫太郎 （著） ２２年目の告白 私が殺人犯です （講談社文庫）

(公財)数学オリンピック財団 ジュニア数学オリンピック 2013-2017 宗田理 悪ガキ７ ①～⑤ 藤井哲雄 最新オールカラー図解 錆・腐食・防食のすべてがわかる事典

誉田 哲也 (著) 増山超能力師大戦争 宗田理 ぼくらの魔女戦記 ３ 黒ミサ城脱出 （「ぼくら」シリーズ） 青木 宏 (著) ロケットを理解するための10のポイント

三浦しをん ぐるぐる♡博物館  辻 真先ほか 探偵Xからの挑戦状!①～③ 矢部 和夫 (監修), 湿地の科学と暮らしー北のウェットランド大全

冲方 丁 ほか I Love Father リュイス プラッツ 虹色のコーラス 瀬木 比呂志 (著 裁判所の正体:法服を着た役人たち

桐野 夏生 (著) デンジャラス  スティーヴン・ローリー おやすみ、リリー 鈴木 孝之 (著), 事例で学ぶ独占禁止法

堂場 瞬一 (著) 1934年の地図 多和田 葉子 ほか 暗黒グリム童話集 芹川 洋一 (著), 政治を動かすメディア

岩田健太郎 もやしもんと感染症屋の気になる菌辞典 西尾維新 (著), 掟上今日子の裏表紙 奈良文化財研究所 平城京のごみ図鑑: 最新研究でみえてくる奈良時代の暮らし 

石田 保輝 アルゴリズム図鑑 　絵で見てわかる26のアルゴリズム 村松 伸ほか スプロール化するメガシティ 藤岡換太郎 （著） 三つの石で地球がわかる 岩石がひもとくこの星のなりたち （ブルーバックス）

金水 敏 (編集) 〈役割語〉小辞典 中島 岳志 現代への反逆としての保守 (ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 戦後日本の思想水脈 第7巻) 池谷裕二 （著） できない脳ほど自信過剰 パテカトルの万脳薬

小森 陽一 (編集), 漱石辞典 若林 文高 元素に恋して 姫野友美 (著) こころのクセを変えるコツ 

本川 達雄 (著) ウニはすごい バッタもすごい - デザインの生物学 (中公新書) 日本菌学会 驚きの菌ワールド 今泉 智樹 (著) クライアントの信頼を深め 心を開かせる カウンセリングの技術

佐藤勝彦 (監修), 科学者18人にお尋ねします。宇宙には誰かいますか? 本間 浩輔 (著) ヤフーの1on1―部下を成長させるコミュニケーションの技法 さわらぎ 寛子 キャッチコピーの教科書

池田圭一   (著) 図説 空と雲の不思議 きれいな空・すごい雲を科学する 公益財団法人日産財団 カルロス・ゴーンの経営論 グローバル・リーダーシップ講座 千駄キャサリン マンガで教養 やさしい歌舞伎

津村 耕司   (著) 宇宙はなぜ「暗い」のか? 内田 良 ブラック部活動 子どもと先生の苦しみに向き合う 柳家花緑 マンガで教養 やさしい落語

武村 政春 (著) 生物はウイルスが進化させた 巨大ウイルスが語る新たな生命像 牧野 愛博 ルポ 絶望の韓国 (文春新書) 石川 マサル (著), 絵とき印象派 美術展が10倍楽しくなる名画鑑賞ガイド

川上和人 (著) 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 弥生 肇 小説同人誌をつくろう! 東川篤哉 探偵さえいなければ

成毛 眞 (著) この自伝・評伝がすごい! 山北 篤 (著) 現代知識チートマニュアル 大倉崇裕 ペンギンを愛した容疑者 （講談社文庫/警視庁いきもの係）

石 弘之 (著) 最新研究で読む 地球環境と人類史 鈴木 信行 (著) 宝くじで1億円当たった人の末路 大倉崇裕 蜂に魅かれた容疑者 警視庁いきもの係 （講談社文庫/警視庁いきもの係） 

神田 桂一 ほか もし文豪たちが カップ焼きそばの作り方を書いたら ヤマザキ マリ 国境のない生き方: 私をつくった本と旅 (小学館新書) 山本 一成 人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか?

万城目 学 (著) パーマネント神喜劇  アントニオ G イトゥルベ、 ｱｳｼｭﾋﾞｯﾂの図書係 北村 雄一 深海生物の「なぜそうなった?」がわかる本

朝井 リョウ (著) 風と共にゆとりぬ 狩野 博幸 (監修), 江戸の美術 大図鑑 ジョー・マクレイノルズ 中国の進化する軍事戦略

あさのあつこ 薫風ただなか 京都国立博物館 （編） 美を伝える―京都国立博物館文化財保存修理所の現場から 長堀　祐造 編訳 陳独秀文集①～③ (東洋文庫)

道尾 秀介 (著) 満月の泥枕 城 一夫 (監修) 日本の色のルーツを探して 小峯 和明 編訳 海東高僧伝 （東洋文庫）

米澤 穂信 ほか 短編学校 (集英社文庫) 美しい情景イラストレーション-魅力的な風景を描くクリエイターズファイル- 許 光俊   (著) ★世界最高のピアニスト (光文社新書) 

柚月 裕子 合理的にあり得ない 　上水流涼子の解明 世界の美しいウミウシ 鈴木孝夫ほか ★下山の時代を生きる (平凡社新書) 

T. アンドレースク (著), 数論の精選104問 (数学オリンピックへの道) 装飾がすごい世界の建築 新詳日本史 地図資料年表 

T. アンドレースク (著), 組合せ論の精選102問 (数学オリンピックへの道) Binard,Arthur 知らなかった、ぼくらの戦争 宮部みゆきほか 宮辻薬東宮 

T. アンドレースク (著), 数論の精選104問 (数学オリンピックへの道) ギルバート,サラ 夢を追いかける起業家たち テッド・チャン あなたの人生の物語 (ハヤカワ文庫SF)

クリフォード・ピックオーバー (著), ビジュアル 数学全史　―　人類誕生前から多次元宇宙まで 柚木 麻子 (著) BUTTER 桜庭一樹 じごくゆきっ

熊野 聰 ヴァイキングの歴史 (創元世界史ライブラリー) 羽田圭介 成功者K キーロン コノリー 世界の廃墟図鑑: 産業・科学・文化遺産

清水 文雄 (著), 清水文雄「戦中日記」: 文学・教育・時局 ARuFa (著) 超 暇つぶし図鑑 トビー・ウィルキンソン 図説 古代エジプト文明辞典

ネルソン・グッドマン 芸術の言語 アンジェラ・アッカーマン 場面設定類語辞典 西原稔 新版 クラシックでわかる世界史 

田中 ひろみ (著) 東京・鎌倉仏像めぐり 荒井　秀規 著 覚醒する〈関東〉 /古代の東国③ 日外アソシエーツ 科学への入門 レファレンスブック 

塩澤 寛樹 (著) 仏師たちの南都復興: 鎌倉時代彫刻史を見なおす NHK「ブラタモリ」制作班 ブラタモリ 7 京都(嵐山・伏見) 志摩 伊勢(伊勢神宮・お伊勢参り) 

梅林 秀行 京都の凸凹を歩く2 名所と聖地に秘められた高低差の謎 NHK「ブラタモリ」制作班 ブラタモリ 8 横浜 横須賀 会津 会津磐梯山 高尾山 ★は、図書視聴覚担当の先生からの推薦本です。
岡村 敬二 (著) 江戸の蔵書家たち 堀田 隆一 (著) 英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史


