
超難解折り紙作品（2-7＋α製作）を展示しています 

★9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 

007.1 
人工知能と友だちになれる？／もし、隣の席の子がロボットだったら…マンガでわかるＡ

Ｉと生きる未来／子供の科学★ミライサイエンス 
新井紀子 監修 誠文堂新光社 

007.3 ビッグデータと人工知能／可能性と罠を見極める／中公新書 西垣通 著 中央公論新社 

031.5 ギネス世界記録／２０１９ クレイググレンディ 編 角川アスキー総合研究所 

093.8 三重県食文化事典 大川吉崇 著 創英社 

141.3 わかりやすい記憶力の鍛え方／脳を活性化させる習慣とテクニック／サイエンスアイ新書 児玉光雄 著 ＳＢクリエイティブ 

141.5 ファスト＆スロー／上下ハヤカワ文庫 ＮＦ ★ ダニエルカーネマン 早川書房 

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 

167 日本人に知ってほしいイスラムのこと／祥伝社新書 フィフィ [著] 祥伝社 

221 朝鮮半島がわかる本／全３巻 津久井惠 文 かもがわ出版 

291.6 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンお得技ベストセレクション／[２０１８]  晋遊舎 

291.6 京都社寺めぐり／[２０１８]／まっぷるマガジン  昭文社 

291.6 大阪／’１９／まっぷるマガジン  昭文社 

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 

302.1 はじめての沖縄／よりみちパン！セ 岸政彦 著 新曜社 

307.8 ＣＡＢ・ＧＡＢ完全突破法！／２０２０年度版 ★ ＳＰＩノートの会  洋泉社 

310 学校が教えないほんとうの政治の話／ちくまプリマー新書 斎藤美奈子 著 筑摩書房 

312.1 「明治礼賛」の正体／岩波ブックレット 斎藤貴男 著 岩波書店 

336.1 提案書・企画書の基本がしっかり身につく本／ 富田眞司 著 かんき出版 

338.5 金融業界の仕事図鑑／先輩に聞いてみよう！ 加藤孝治 編著 中央経済社 

361.4 たったひとつの「真実」なんてない／ちくまプリマー新書 森達也 著 筑摩書房 

366.2 女子のための「手に職」図鑑／一生困らない 華井由利奈 著 光文社 

366.3 働く女子の運命／文春新書 濱口桂一郎 著 文藝春秋 

369.4 子ども食堂をつくろう！  豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵ 明石書店 

370.4 学校って何だろう／教育の社会学入門／ちくま文庫 苅谷剛彦 著 筑摩書房 

371.4 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社  ポプラ社 

375.4 いつでもどこでも“体力づくり”のすべて－てんこ盛り事典 根本正雄 編 明治図書出版 

375 高校一冊目の参考書／行きたい大学に行くための勉強法がわかる 船登惟希 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

376.1 子どもの心に届く言葉かけ／保育の内容とその方法 柘植誠子 著 ミネルヴァ書房 

376.1 ０歳～６歳子どもの発達と保育の本 河原紀子 監修  学研プラス 

378 発達障害の子のためのハローワーク 鈴木慶太 監修 合同出版 

498.1 看護師という生き方／ちくまプリマー新書 宮子あずさ 著 筑摩書房 

498.5 食べてはいけないお弁当食べてもいいお弁当 ★ 渡辺雄二 著 大和書房 

518.5 リサイクルと世界経済／中公新書 小島道一 著 中央公論新社 

675 これ、いったいどうやったら売れるんですか／ＳＢ新書 永井孝尚 著 ＳＢクリエイティブ 

726.1 オ ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ  ９０ 尾田栄一郎 集英社 

726.1 ヤ 大家さんと僕  矢部太郎 著 新潮社 

726.6 ヨ りんごかもしれない ヨシタケシンスケ  ブロンズ新社 

780.6 東京オリンピック／「問題」の核心は何か／集英社新書 小川勝 著 集英社 

780 スポーツの経済学／２０２０年に向けてのビジネス戦略を考える 小林至 著 ＰＨＰ研究所 

783.8 これだけ！ゴルフを楽しく始める本 ★ サンクチュアリゴルフ 池田書店 

811.2 わくわく漢字の世界の大冒険／親子で楽しむ！／忍術修得 馬場雄二 著 日本図書センター 

816.5 ソンする小論文トクする小論文 上田ひでみ 著 学研教育みらい 

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 

834 英単語の語源図鑑／見るだけで語彙が増える 清水建二 著 かんき出版 

837.7 
子どもとたのしむはじめてのえいごえほん 

／せかいのおはなし全３巻 ★ 

ささきあり 日本語

再話 
くもん出版 

910.2 イ 常世の花 石牟礼道子 ★ 若松英輔 著 亜紀書房 

913.6 ア 覚悟はいいかそこの女子。／映画ノベライズ 椎葉ナナ 原作 集英社 

913.6 イ 陽気なギャングは三つ数えろ／祥伝社文庫 伊坂幸太郎 著 祥伝社 

913.6 カ 人狼ゲームＰＲＩＳＯＮ ＢＲＥＡＫ／竹書房文庫 川上亮 著 アミューズメントメディア総合学院ＡＭ 

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 シ 約束のネバーランド／ノーマンからの手紙／ＪＵＭＰ Ｊ ＢＯＯＫＳ 白井カイウ 原作 集英社 

913.6/ズ 東方香霖堂／Ｃｕｒｉｏｓｉｔｉｅｓ ｏｆ Ｌｏｔｕｓ Ａｓｉａ ★ ＺＵＮ著／唖采弦二挿絵 アスキー・メディアワークス 

913.6 ハ 奇譚ルーム はやみねかおる 著 朝日新聞出版 

913.6 マ 小説 映画 亜人 ★ 松田朱夏 著 講談社 

913.6 マ 劇場版コード・ブルー／ドクターヘリ緊急救命 安達奈緒子 脚本 扶桑社 

913.6 ム 地球星人 村田沙耶香 著 新潮社 

913.6 ヨ いまさら翼といわれても／[＜古典部＞シリーズ] 米澤穂信 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6 ワ はたらく魔王さま！／１８／電撃文庫 和ケ原聡司 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

933 ド シャーロック・ホームズの冒険／角川文庫 コナン ドイル  角川書店 



933 ペ キツネのパックス／愛をさがして サラペニーパッカー  評論社 

953.6 ゾ 猫の楽園／ゾラ ショートセレクション エミール ゾラ 作 理論社 

 


