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新着図書案内 2017年 10月発行 

    

ラベル記号 タイトル 著者 出版社 
 

情報 

071// 朝日新聞縮刷版／２０１７年８月 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 

 

人生訓 

159/ア/ 自分のことがわかる本／岩波ジュニア新書 安部博枝 著 岩波書店 

159/ス/ 宝くじで１億円当たった人の末路 鈴木信行 著 日経ＢＰ社 

 

歴史・地理 

210/ハ/ 歴史に「何を」学ぶのか／ちくまプリマー新書 半藤一利 著 筑摩書房 

219.9/シ/ 沖縄１９３５／写真集 週刊朝日編集部 編 朝日新聞出版 

233/カ/ イギリスの歴史を知るための５０章 川成洋 編著 明石書店 

233/タ/ 図説ヴィクトリア朝百貨事典／ふくろうの本 谷田博幸 著 河出書房新社 

251/ホ/ カナダの歴史を知るための５０章 細川道久 編著 明石書店 

289.3/マ/ チェ・ゲバラと共に戦ったある日系二世の生涯 
マリー前村ウルター

ド 著 
キノブックス 

290.1/ミ/ 人間の営みがわかる地理学入門 水野一晴 著 ベレ出版 

293.8/オ/ バルト海を旅する４０章／７つの島の物語 小柏葉子 著 明石書店 

 

社会 

302.2/イ/ 池上彰の世界の見方 中東 池上彰 著 小学館 

302.3/ス/ スロヴェニアを知るための６０章 柴宜弘 編著 明石書店 

302.5/ク/ カリブ海世界を知るための７０章 国本伊代 編著 明石書店 

316.1/シ/ 

《自粛社会》をのりこえる／「慰安婦」写真

展中止事件と「表現の自由」／岩波ブック

レット 

安世鴻 編 岩波書店 

323.1/ホ/ 
メディアに操作される憲法改正国民投票

／岩波ブックレット 
本間龍 著 岩波書店 

326.4/キ/ Ｑ＆Ａ日本と世界の死刑問題 菊田幸一 著 明石書店 

334.3/カ/ 
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 
河合雅司 著 講談社 

337.8/オ/ くらべる値段 おかべたかし 文 東京書籍 

361.3/カ/ 
「いじめ」や「差別」をなくすためにできるこ

と／ちくまプリマー新書 
香山リカ 著 筑摩書房 

366.2/イ/ もっとやりたい仕事がある！ 池上彰 著 監修 小学館 

366.2/赤/147 助産師になるには／なるにはＢＯＯＫＳ 加納尚美 編著 ぺりかん社 

366.8/ニ/ 
外国人労働者をどう受け入れるか／「安い

労働力」から「戦力」へ／ＮＨＫ出版新書 
ＮＨＫ取材班 著 ＮＨＫ出版 

367.2/サ/ 男尊女子 酒井順子 著 集英社 

369.4/キ/ 子どもの権利条約ハンドブック 
木附千晶 文 

福田雅章 文 
自由国民社 

376.8/コ/ 
つまずきたくない人いまから挽回したい人

のための高校の勉強のトリセツ 
船登惟希 著 学研プラス 

350.9/ヤ 世界国勢図会／２０１７－２０１８ 矢野恒太記念会 編集・発行 

367.6/コ 子供・若者白書／平成２９年版 内閣府 編 日経印刷 

373.1/モ 文部科学白書／平成２８年度 文部科学省 編 日経印刷 

 

理科・医学 

440/カ/ 星界の報告／講談社学術文庫 ガリレオ ガリレイ [著] 講談社 

448/タ/ 
地球は本当に丸いのか？／身近に

見つかる９つの証拠 
武田康男 文 写真 草思社 

460/ウ/ 
京都大学アイデアが湧いてくる講義

／サイエンスの発想法 
上杉志成 著 祥伝社 

468/ワ/ 絵でわかる生物多様性 鷲谷いづみ 著／後藤章 著 講談社 

486/ク/ くらべてわかる昆虫 永幡嘉之 文 写真 山と溪谷社 

487.5/ク/ くらべてわかる淡水魚 
斉藤憲治 文／内山りゅう 写

真 
山と溪谷社 

491.1/サ/ 面白くて眠れなくなる解剖学 坂井建雄 著 
ＰＨＰエディター

ズ・グループ 

494.7/カ/ 
ナースコール！／こちら蓮田市リハ

ビリテーション病院／ポプラ文庫 
川上途行 [著] ポプラ社 

498.1/シ/ 歯科衛生士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 保育社 
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技術・産業 

519/コ/ 環境年表／第５冊（平成２９－３０年） 国立天文台 編 丸善出版 

523.3/ヨ/ 
図説イングランドのお屋敷／カントリー・ハウ

ス 

トレヴァー ヨーク 著

村上リコ 訳 
マール社 

585/サ/ 
紙つなげ！彼らが本の紙を造っている／再

生・日本製紙石巻工場／ハヤカワ文庫 ＮＦ 
佐々涼子 著 早川書房 

589.7/ノ/ ど田舎うまれ、ポケモンＧＯをつくる 野村達雄 著 
小学館集英社

プロダクション 

596/エ/ 歴メシ！／世界の歴史料理をおいしく食べる 遠藤雅司 著 柏書房 

653.2/ハ/ 樹木の葉／山溪ハンディ図鑑 林将之 解説 写真 山と溪谷社 

657.8/ク/ くらべてわかるきのこ／原寸大 
大作晃一 写真 

吹春俊光 監修 
山と溪谷社 

 

芸術・スポーツ 

754.9/ス/ エンジョイディズニーグリーティングカード 鈴木孝美 [著] ブティック社 

760.8/ヒ/ 平原綾香と開くクラシックの扉 平原綾香 著 東京新聞 

778.7/オ/ 
ジブリアニメで哲学する／世界の見方が変わる

ヒント／ＰＨＰ文庫 
小川仁志 著 ＰＨＰ研究所 

783.6/タ/ 卓球ビギナーズバイブル 卓球王国 まとめ 卓球王国 

783.6/タ/ 勝つ！卓球ダブルス上達６０のコツ 高山幸信 監修 メイツ出版 

783.7/モ/ 
敗北を力に！／甲子園の敗者たち／岩波ジュニ

ア新書 
元永知宏 著 岩波書店 

 

小説 

913.6/イサ ホワイトラビット／ａ ｎｉｇｈｔ 伊坂幸太郎 著 新潮社 

913.6/ウエ 探偵太宰治／文芸社文庫ＮＥＯ 上野歩 著 文芸社 

913.6/オカ 病弱探偵／謎は彼女の特効薬 岡崎琢磨 著 講談社 

913.6/カク 源氏物語（上） 角田光代 著 河出書房新社 

913.6/カト Ｂｕｒｎ．－バーン－／角川文庫 加藤シゲアキ [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/キリ 小説あさひなぐ／小学館文庫 こざき亜衣 原作 小学館 

913.6/コウ 
ウォーター＆ビスケットのテーマ／１／角川ス

ニーカー文庫／コンビニを巡る戦争 
河野裕 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.6/コレ    三度目の殺人／宝島社文庫 是枝裕和 著 宝島社 

913.6/シモ 緑の窓口／樹木トラブル解決します 下村敦史 著 講談社 

913.6/シヨ マイ・ディア・ポリスマン 小路幸也 著 祥伝社 

913.6/タニ 移植医たち 谷村志穂 著 新潮社 

913.6/ヒカ マスカレード・ナイト 東野圭吾 著 集英社 

913.6/ムラ 青春は燃えるゴミではありません 村上しいこ 著 講談社 

913.6/ヤマ カウントダウン／角川文庫 山本文緒 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913.68/ネコ 猫が見ていた／文春文庫 湊かなえ［ほか］ 著 文藝春秋 

933.7/シエ ねじの回転／新潮文庫 
ヘンリー ジェイム

ズ [著] 
新潮社 

933.7/ルス 
パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊カリー

ナ・スミスの冒険 

メレディス ルース

ー ノベル 
講談社 

933.7/ルト 
パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊／宝

島社文庫 

テッド エリオット 

原案 
宝島社 

 

コミック・ライトノベル 

210.5/イ もしも坂本龍馬がヤンキー高校の転校生だったなら 井上ミノル 著 創元社 

361.4 うちのトコでは／５／県民性マンガ もぐら 著 飛鳥新社 

913.6/カワ ソードアート・オンライン／２０／電撃文庫 川原礫 [著] ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

進路・小論文コーナー 

376.8/ト/ 文学部／なるにはＢＯＯＫＳ 戸田恭子 著 ぺりかん社 

376.8/ヒ/ 
大学入試ＡＯ・推薦入試をひとつひとつわかりや

すく。 
樋口裕一 著 学研プラス 

377.2/ト/ 東海の大学力／２０１８／週刊朝日ＭＯＯＫ   朝日新聞出版 

816.5/シ/ 
新小論文ノート／２０１８／ベストの問題・解答

例・解説集 

代々木ゼミナール 

編集 

代々木ライブラ

リー 

816.5/ヒ/ 
小論文これだけ！／今さら聞けないウルトラ超

基礎編／短大・推薦入試から難関校受験まで 
樋口裕一 著 

東洋経済新報

社 

816.5/ム/ 看護医療系の小論文／専門学校受験 村本正紀 編著 文英堂 

816.5/モ/ ワンパターンで書ける！看護医療系の小論文 森崇子 著 学研プラス 

816.5/ワ/ 
ワークで覚える小論文頻出テーマ／ジャンル別

キーワード９２ 
近藤千洋 編著 桐原書店 

 


