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コーネリス ドヴァール パースの哲学について本当のことを知りたい人のために 蔀 勇造 (翻訳) エリュトラー海案内記①～② （東洋文庫） 高校倫理研究会 高校 倫理が好きだ! ― 現代を生きるヒント

大嶋 信頼 小さなことで感情をゆさぶられるあなたへ 家島 彦一 (翻訳) メッカ巡礼記 旅の出会いに関する情報の備忘録①～③（東洋文庫） 中村 元 いただきますの水族館: 北の大地の水族館で学ぶ「いのち」のつながり

島田裕巳 日本人の信仰 伊坂幸太郎 AX アックス  群馬県立自然史博物館 (監修) 生命史図譜　(生物ミステリー プロ)

宮路 秀作 経済は地理から学べ! 宮部みゆき この世の春 上/下 井上理津子 すごい古書店 変な図書館 （祥伝社新書）

茂木 誠  経済は世界史から学べ! 畠山恵 とるとだす  河合 雅司 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること （講談社現代新書）

ヨナス ヨナソン 天国に行きたかったヒットマン ジーン・ウルフ 書架の探偵 （新・ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ） 小坂井 敏晶    社会心理学講義:〈閉ざされた社会〉と〈開かれた社会〉 (筑摩選書) 

イアン タターソル 人類の誕生と大移動 中西 輝政  アメリカ帝国衰亡論・序説 体育指導のスタートライン (編集) ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄのための 最強の跳び方 「ｼﾞｬﾝﾌﾟ力」向上ﾊﾞｲﾌﾞﾙ (ｺﾂがわかる本!ｼﾞｭﾆｱｼﾘｰｽﾞ)

今泉 忠明 (監修) おもしろい! 進化のふしぎ 続ざんねんないきもの事典 山本 野理子 北斎原寸美術館 100%Hokusai! (100% ART MUSEUM) 川口 暁弘 ふたつの憲法と日本人: 戦前・戦後の憲法観 (歴史文化ライブラリー) 

ヨシタケシンスケ あるかしら書店 圀府寺 司 ゴッホ原寸美術館 100% Van Gogh!(100% ART MUSEUM) 綾辻 行人ほか 7人の名探偵 新本格30周年記念アンソロジー (講談社ノベルス)

アルフレッド アドラー 生きるために大切なこと 舞田敏彦  データで読む 教育の論点 (犀の教室) ドン・S・レモンズ 物理2600年の歴史を変えた51のスケッチ

真野 俊樹 医療危機―高齢社会とイノベーション (中公新書) 内田樹 日本の覚醒のために 内田樹講演集 ナショナル ジオグラフィック 動物の箱舟 絶滅から動物を守る撮影プロジェクト

松橋 利光 その道のプロに聞く 生きものの見つけかた 内田樹 アジア辺境論 　これが日本の生きる道 マルゲリータ・ジャコーザ 世界の特別な1日 未来に残したい100の報道写真

佐藤 雅彦 このあいだに なにがあった? (かがくのとも絵本) 村上和雄  君のやる気スイッチをオンにする遺伝子の話 志賀 弘典 保型関数: 古典理論とその現代的応用 (共立講座 数学の輝き)

おかべ たかし （文） くらべる値段 柏木 博 （監修） 図鑑 デザイン全史 竹内 潔  D加群 (共立講座　数学の輝き)

浅葉 なつ  神様の御用人7 (メディアワークス文庫) パスカル マルシャン 地図で見るロシアハンドブック 滝沢 直宏 シリーズ 英文法を解き明かす 第10巻 ことばの実際 2 −コーパスと英文法 

亜留間次郎 , アリエナイ理科式世界征服マニュアル 西條奈加 猫の傀儡 岳 真也 徳川家康 逃げて、堪えて、天下を盗る (PHP文庫)

中牟田雅央 (写真) 釜ヶ崎 青山七恵 ハッチとマーロウ 加賀 乙彦、 岳 真也 「永遠の都」は何処に?

デイヴィッド・R. ビガン 人類の祖先はヨーロッパで進化した 虎屋文庫 （編著） 和菓子を愛した人たち 南雲 吉則 ドクター南雲の部屋とからだのお掃除術

小林 吹代  マルコフ方程式 ~方程式から読み解く美しい数学 坂上 秋成  モノクロの君に恋をする (新潮文庫nex) 南雲 吉則 命の食事 最強レシピ - がんを寄せつけないからだを作る

ジョン ズコウスキー こんな建物だれがどうしてつくったの? 村上 しいこ こんとんじいちゃんの裏庭 ヘレン・ミアーズ (著),    伊藤 延司 (翻訳) ★アメリカの鏡・日本 完全版 (角川ソフィア文庫) 

福原 秀一郎  警視庁 生きものがかり 上原正三 キジムナーkids NHKラジオセンター「夏休み子ども科学電話相談」制作班(編著)  大人もおどろく「夏休み子ども科学電話相談」  (サイエンス・アイ新書)

小田 勝 実例詳解 古典文法総覧 中山 裕木子  会話もメールも 英語は3語で伝わります 竹内 薫 (翻訳) 科学について知っておくべき100のこと: ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾌｨｯｸｽで学ぶ楽しいｻｲｴﾝｽ 

和爾 桃子 (翻訳) 平和の玩具 青木 繁男 平清盛・源平時代の京都史跡を歩く 渡辺 惣樹   誰が第二次世界大戦を起こしたのか: フーバー大統領『裏切られた自由』を読み解く

荻原 浩 オロロ畑でつかまえて （集英社文庫） ﾕﾆﾌﾟﾗﾝ　編 戦国時代の京都史跡を歩く13コース 早稲田リーガルコモンズ法律事務所  この1冊でわかる! 「改正民法」要点のすべて

荻原 浩 花のさくら通り （集英社文庫） ﾕﾆﾌﾟﾗﾝ　編 京都戦国地図本― 25エリア詳細地図 戦国年表付 (京都地図本) カール・ジンマー カラー図解 進化の教科書 第3巻 系統樹や生態から見た進化 (ブルーバックス) 

荻原 浩 なかよし小鳩組 （集英社文庫） ﾕﾆﾌﾟﾗﾝ　編 レトロとロマンを訪う 京都明治・大正地図本 近代建築物年表付 岩田 誠 脳を守ろう―脳梗塞・認知症を予防するために (岩波ブックレット)

 池田貴将 図解モチベーション大百科 朝日新聞出版 (編集) エリア別だから流れがつながる 世界史 永尾 俊彦 ルポ どうなる? どうする? 築地市場―「みんなの市場」をつくる (岩波ブックレット)

植村玄輝 (編集) 現代現象学―経験から始める哲学入門 中村丁次 (監修) 栄養素図鑑と食べ方テク 大谷 尚子　ほか 3.11後の子どもと健康―保健室と地域に何ができるか (岩波ブックレット)

吉田 篤弘  遠くの街に犬の吠える 上野　洋三 校注 芭蕉自筆　奥の細道 （岩波文庫） 雨宮 処凛　ほか 経済的徴兵制をぶっ潰せ! 戦争と学生 (岩波ブックレット)

小林哲夫 神童は大人になってどうなったのか 橋本進吉 古代国語の音韻に就いて 他２篇 （岩波文庫） 杉山 春 自死は,向き合える―遺族を支える,社会で防ぐ (岩波ブックレット)

西本 昌司    街の中で見つかる「すごい石」 小森陽一ほか 漱石激読 (河出ブックス) 大間知 知子 (翻訳) 図説歴代アメリカ大統領百科:ジョージ・ワシントンからドナルド・トランプまで 

東京大学新聞社 東大2018 中島能和 パソコンで楽しむ自分で動かす人工知能 八巻 秀 臨床アドラー心理学のすすめ─セラピストの基本姿勢からの実践の応用まで 

山口和紀 情報 小泉圭介 北島康介 トレーニング・クロニクル 中里賢一 関節の動きがよくわかる ＤＶＤ可動域ストレッチ＆トレーニング事典

 塩田武士 騙し絵の牙 沼田 真佑    影裏 　 高橋 健太郎 (監修) 四・五段に合格する! 剣道昇段審査 弱点克服ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ (ｺﾂがわかる本!) 

渡部泰明 （監修） 「君の名は。」で古文・和歌の読み方が面白いほどわかる本 佐藤正午 月の満ち欠け ブルーノ テルトレ カラー 世界の原発と核兵器図鑑―わかりやすい原子力技術の知識 

戸辺 誠   攻めて強くなる戸辺流中飛車 塩谷 純 天皇の美術史⑥　近代皇室イメージの創出 斎藤 哲也 (編集) 続・哲学用語図鑑 ―中国・日本・英米(分析哲学)編

小谷野 敦 芥川賞の偏差値 太田記念美術館 (監修) 月岡芳年 月百姿 宮崎 正勝  世界〈経済〉全史 「51の転換点」で現在と未来が読み解ける

小牧 昭一郎 機械式時計講座 太田記念美術館 (監修) 月岡芳年 妖怪百物語 髙橋 洋一  いまさら聞けない! 「経済」のギモン、ぶっちゃけてもいいですか? 

はやみねかおる 怪盗クイーン ケニアの大地に立つ (講談社青い鳥文庫) リック・リオーダン オリンポスの神々と７人の英雄 　外伝・ヘルメスの杖 冨山真由 今すぐ! 集中力をつくる技術―いつでもサクッと成果が出る50の行動

丸山宗利 「カラー版」昆虫こわい (幻冬舎新書) リック・リオーダン オリンポスの神々と７人の英雄②　海神の息子　

●雑誌扱いのﾑｯｸも入荷しました● 体と病気の科学知識 (ニュートン別冊)

★は、図書視聴覚担当の先生からの推薦本です。 完全図解 周期表 (ニュートン別冊)

　　ﾑｯｸは貸し出しできません。 美術展ぴあ 2017秋冬ー2018―最新版 絶対!観るべき美術展120 (ぴあMOOK)

　　館内での閲覧のみ可能です。 楽しい大学に出会う本 首都圏版 (ぴあMOOK)

ＭＯＲＩ Ｍａｇａｚｉｎｅ 作家・森博嗣が雑誌をつくると、こうなる。
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日経キーワード ５５０ ｗｏｒｄｓ ２０１７−２０１８

就職力で選ぶ大学 2018 (AERAムック) 

一気に知りたい! 関ヶ原の戦い (TJMOOK ふくろうBOOKS)

世界はこうなる The World in 2017(日経BPムック)


