
★10月に入った本        ★はリクエストで入った本です 

請求記号 タイトル 著者 出版者 

007.6 Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ ＆ Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒデザインテクニック大全 楠田諭史 著 ＳＢクリエイティブ 

070 まわしよみ新聞をつくろう！ 陸奥賢 著 創元社 

159タ 頭に来てもアホとは戦うな！  ★ 田村耕太郎 著 朝日新聞出版 

210 ４７都道府県・遺跡百科 石神裕之 著 丸善出版 

289.1ア 安藤百福／即席めんで食に革命をもたらした発明家 筑摩書房編集部 著 筑摩書房 

289.1ト 時代を切り開いた世界の１０人／豊田佐吉と喜一郎 高木まさき 監修 学研プラス 

289.1ホ 本田宗一郎／ものづくり日本を世界に示した技術屋魂 筑摩書房編集部 著 筑摩書房 

289.1ミ カルピスをつくった男 三島海雲 山川徹 著 小学館 

289.3ギ 大統領を動かした女性ルース・ギンズバーグ／男女差別とたたかう最高裁判事 ジョナウィンター著 汐文社 

292.1 るるぶ韓国／’１９／ソウル・プサン・済州島   ＪＴＢパブリッシング 

292.1 地球の歩き方／Ｄ１２／韓国 「地球の歩き方」編 ダイヤモンド・ビッグ社 

302.2 イスラエルを知るための６２章／エリア・スタディーズ 立山良司 編著 明石書店 

317.7 警察官白書／新潮新書 古野まほろ 著 新潮社 

331.2 はじめての経済思想史／アダム・スミスから現代まで／講談社現代新書 中村隆之 著 講談社 

333.6 世界経済入門／講談社現代新書 野口悠紀雄 著 講談社 

333.8 世界で活躍する仕事１００／１０代からの国際協力キャリアナビ 三菱ＵＦＪリサーチ 東洋経済新報社 

336.4 論理的にプレゼンする技術／聴き手の記憶に残る話し方の極意／サイエンスアイ新書 平林純 著 ＳＢクリエイティブ 

364 ＃社会保障、はじめました。 猪熊律子 著 ＳＣＩＣＵＳ 

367.9 性の多様性ってなんだろう？／中学生の質問箱 渡辺大輔 著 平凡社 

370.4 子どもたちの光るこえ ★ 香葉村真由美 著 センジュ出版 

382.1 図解アイヌ／Ｆ ＦＩＬＥＳ 角田陽一 著 新紀元社 

395.3 辺野古に基地はつくれない／岩波ブックレット 山城博治 著 岩波書店 

404 とんでもない死に方の科学／もし●●したら、あなたはこう死ぬ コーディー キャシディー  河出書房新社 

451.8 絵でわかる地球温暖化／絵でわかるシリーズ 渡部雅浩 著 講談社 

457.8 大人の恐竜図鑑／ちくま新書 北村雄一 著 筑摩書房 

498 持続可能な医療／超高齢化時代の科学・公共性・死生観／ちくま新書 広井良典 著 筑摩書房 

590 「引き出し１つ」から始まる！人生を救う片づけ ★ 井田典子 著 主婦と生活社 

596.2 みそ汁はおかずです 瀬尾幸子 著 学研プラス 

596 志麻さんのプレミアムな作りおき 志麻 著 ダイヤモンド社 

601.1 地域の食をブランドにする！／食のテキストを作ろう／岩波ブックレット 金丸弘美 著 岩波書店 

675 実践！Ｉｎｓｔａｇｒａｍビジュアルマーケティング 田中千晶 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

726.1オ 私のお腹には黒いものがあります ★ おひまる 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

726.1フ ハイキュー！！／３４／ジャンプコミックス／猫の爪 古舘春一 著 集英社 

726.5 優しい人には優しい出来事がありますように。 ★ もくもくちゃん 著 ワニブックス 

748 絵本のなかを旅するようなかわいい世界の村 ＭｄＮ編集部 編 エムディエヌコーポレーション 

764.6 必ず役立つマーチングハンドブック 山崎昌平 監修 ヤマハミュージックエンタテインメント 

778.7 いつかすべてが君の力になる／１４歳の世渡り術 梶裕貴 著 河出書房新社 

783.5 極みのソフトテニス繁魂・基礎アカデミー／ストローク＆サービスを極める！ 時安繁 著 ベースボールマガジン社 

789.8 そろそろ本当の忍者の話をしよう 佐藤強志 著 ギャンビット 

810.4 日本語びいき／中公文庫 清水由美 文 中央公論新社 

810.7 ひと目でわかる！教室で使うみんなのことば／第２期[１]／あいさつやこまったとき 柳下則久 総監修 文研出版 

829.1 韓国語きほん単語集／カタカナ読みからでも引ける！ 金順玉 著 新星出版社 

837.7 英語で日本昔ばなし／和英対訳 曽根田憲三 著 ベレ出版 

902 ノーベル文学賞を読む／ガルシア＝マルケスからカズオ・イシグロまで 橋本陽介 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

911.1タ みだれ髪／俵万智訳 俵万智 著 河出書房新社 

913.6イ 七つの試練／池袋ウエストゲートパーク 石田衣良 著 文藝春秋 

913.6イ 下町ロケット／[４]／ヤタガラス 池井戸潤 著 小学館 

913.6オ 櫻子さんの足下には死体が埋まっている／[１４]  太田紫織 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6カ ２．４３／春高編／清陰高校男子バレー部 壁井ユカコ 著 集英社 

913.6カ 思い出が消えないうちに ★ 川口俊和 著 サンマーク出版 

913.6カ この嘘がばれないうちに ★ 川口俊和 著 サンマーク出版 

913.6カ 終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？＃01～ＥＸ ★ 枯野瑛 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6ズ 東方香霖堂／Ｃｕｒｉｏｓｉｔｉｅｓ ｏｆ Ｌｏｔｕｓ Ａｓｉａ★ ＺＵＮ著／唖采弦二  アスキー・メディアワークス 

913.6ツ きのうの影踏み／角川文庫 辻村深月 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6ニ 掟上今日子の乗車券／[忘却探偵シリーズ] 西尾維新 著 講談社 

913.6ヒ 沈黙のパレード 東野圭吾 著 文藝春秋 

913.6ミ 恋する寄生虫／メディアワークス文庫 ★ 三秋縋 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6ミ 僕が電話をかけていた場所／メディアワークス文庫 ★ 三秋縋 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6ミ いたいのいたいの、とんでゆけ ★ 三秋縋 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6ミ スターティング・オーヴァー／メディアワークス文庫★ 三秋縋 [著] アスキー・メディアワークス 

913.6ミ ビブリア古書堂の事件手帖／扉子と不思議な客人たち 三上延 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6ム 地球星人 村田沙耶香 著 新潮社 

936ボ ４歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した マイケル ボーンスタイン 著 ＮＨＫ出版 



 


