平成３０年度 購入図書一覧
タイトル
国宝の解剖図鑑 : 国宝を知れば日本の美術と歴史がわかる
中尊寺と平泉をめぐる

著者
佐藤，晃子
菅野，成寛
この春、とうに死んでるあなたを探して = This Spring，I&apos;m Looking for You Who Have Long Been Dead 榎田，尤利
あの夏、二人のルカ
誉田，哲也，1969オリジン 下
Brown，Dan，1964オリジン 上
Brown，Dan，1964わたしたちの英語 : 地球市民のコミュニケーション力
宮武，久佳
いのちは贈りもの : ホロコーストを生きのびて
Christophe，Francine，1933車いす犬ラッキー = The Story of Lucky the Wheelchair Dog : 捨てられた命と生きる 小林，照幸，1968わたしがいどんだ戦い1939年
Bradley，KimberlyBrubaker
覚えておきたい基本英会話フレーズ130
小池，直己，1951リベラルアーツの学び : 理系的思考のすすめ
芳沢，光雄，1953新しい1キログラムの測り方 : 科学が進めば単位が変わる
臼田，孝
県立!再チャレンジ高校 : 生徒が人生をやり直せる学校
黒川，祥子
悲球伝
西尾，維新，1981さざなみのよる
木皿，泉
ぼくがきみを殺すまで
あさの，あつこ，1954未来
湊，かなえ
キツネのパックス : 愛をさがして
Pennypacker，Sara，1951やみつきバズレシピ : お手軽食材で失敗知らず!
リュウジ
世界の海へ、シャチを追え!
水口，博也，1953日本刀大全
原田，道寛
台湾の若者を知りたい
水野，俊平，1968青空と逃げる
辻村，深月，1980悲終伝
西尾，維新，1981ざんねんな日本史 : 武田騎馬軍団はポニーに乗ってやってきた
島崎，晋，1963理系という生き方 : 東工大講義生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか
最相，葉月，1963罪人が祈るとき
小林，由香，1976そして、バトンは渡された
瀬尾，まいこ，1974EVと自動運転 : クルマをどう変えるか
鶴原，吉郎，1962フィレンツェ : 比類なき文化都市の歴史
池上，俊一，1956ののはな通信 = Letters between Nono and Hana
三浦，しをん
確率捜査官御子柴岳人 = Probability Investigator Gakuto Mikoshiba [3]
神永，学，1974ペーパーフラワーとスクラップブッキング : 作りたい花が選べるお花図鑑付き
日本ペーパーアート協会
女って何だ?
カレー沢，薫，1982隣のずこずこ
柿村，将彦，1994集団探偵
三浦，明博，1959音律と音階の科学 : ドレミ…はどのように生まれたか
小方，厚，1941カラー図解分子レベルで見た体のはたらき : いのちを支えるタンパク質を視る 平山，令明
小論文書き方と考え方
大堀，精一
考える雑学
曽根，翔太，1985「とりあえず」は英語でなんと言う?
ルーク・タニクリフ
あまりにも真昼の恋愛
金，錦姫，1979ぼくたちと駐在さんの700日戦争 27
ママチャリ
犬房女子 : 犬猫殺処分施設で働くということ
藤崎 童士
答えのない道徳の問題どう解く?
山崎，博司，193699%の人が速くなる走り方
平岩，時雄
最後の晩ごはん [10]
椹野，道流
宵物語
西尾，維新，1981ボウルやホーローバットで作る焼かずに作れるケーキ
森崎，繭香
今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる!ファスナーつけ
中嶌，有希，pub.2013
魅惑の万華鏡 : 華麗にモダンに繊細に!
照木，公子
おいしさを伝えるレシピの書き方Handbook
レシピ校閲者の会
甲子園を目指せ!進学校野球部の勝利への方程式
SEA，Global
お皿の上の生物学
小倉，明彦，1951先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか!
小林，朋道，1958東大寺のなりたち
森本，公誠

現代社会はどこに向かうか : 高原の見晴らしを切り開くこと
数学を嫌いにならないで 文章題にいどむ篇
数学を嫌いにならないで 基本のおさらい篇
知の古典は誘惑する
男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から考える
ボウルやホーローバットで作る焼かずに作れるケーキ

見田，宗介
McKellar，Danica
McKellar，Danica
小島，毅，1962山下，泰子，1939森崎，繭香
年表でわかる現代の社会と宗教 : 特別座談会 上田紀行・池上彰・弓山達也・中島岳志 渡邊，直樹，1951〈図説〉戦う日本の城最新講座
西股，総生，1961太陽のきほん : ゆかいなイラストですっきりわかる : 太陽は何色?どうやって生まれたの?その活動から読み解く太陽のふしぎ 上出，洋介，1943刀装具 : 超絶技巧の源流
内藤，直子，1970Go Forward! : 櫻木学院高校ラグビー部の熱闘
花形，みつる，1953「天才」は学校で育たない
汐見，稔幸，1947読むパンダ = Readings on Pandas
黒柳，徹子，1933雑草はなぜそこに生えているのか : 弱さからの戦略
稲垣，栄洋，1968「対人不安」って何だろう? : 友だちづきあいに疲れる心理
榎本，博明，1955中原中也
青木，健，1944こぽこぽ、珈琲
阿川，佐和子，1953教えてニーチェ、なるほどソクラテス!毎日使える、必ず役立つ哲学
Weeks，Marcus
銀座線の90年 : 東洋初の地下鉄、今昔物語
渡辺，雅史，1975それでも世界はサッカーとともに回り続ける : 「プラネット・フットボール」の不都合な真実 片野，道郎，1962365日のほん
辻山，良雄，1972教えてフロイト、なるほどユング!毎日使える、必ず役立つ心理学
Tomley，Sarah
風神の手
道尾，秀介
卓球回転を極める
村瀬，勇吉，1949世界のタブー
阿門，禮
羽生結弦は助走をしない : 誰も書かなかったフィギュアの世界
高山，真，1970人工知能の「最適解」と人間の選択
日本放送協会
つい「がんばりすぎてしまう」あなたへ : 自分のこころを見つめなおすために
高垣，忠一郎，1944教育勅語を読んだことのないあなたへ : なぜ何度も話題になるのか
佐藤，広美，1954ファーストラヴ = FIRST LOVE
島本，理生，1983送り火
高橋，弘希，1979下町ロケット [3]
池井戸，潤，1963アンネ・フランクに会いに行く
谷口，長世，1949核兵器はなくせる
川崎，哲，196810代に語る平成史
後藤，謙次，1949不登校でも大丈夫
末富，晶，198340億年、いのちの旅
伊藤，明夫，1939メロンに付いていた手紙
本田，有明，1952十年屋 : 時の魔法はいかがでしょう?
廣嶋，玲子
東京農業クリエイターズ : あたらしい農ライフをデザインする。
小野，淳，1974「はじめまして」を3000回
喜多，喜久
ストーリーで学び直す大人の日本史講義 : 古代から平成まで一気にわかる
野島，博之，1959水族館の文化史 : ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界
溝井，裕一
ファインディング・ゴビ
Leonard，Dion
北欧式眠くならない数学の本
Dahl，Kristin
PITCH LEVEL : 例えば攻撃がうまくいかないとき改善する方法
岩政，大樹，1982ログ・ホライズン = LOG HORIZON 11
橙乃，ままれ
ブルックリンの少女
Musso，Guillaume
新選組の料理人
門井 慶喜
虚偽自白を読み解く
浜田，寿美男
戦国大名と分国法
清水，克行，1971総介護社会 : 介護保険から問い直す
小竹，雅子，1956解説者の流儀
戸田，和幸，1977ブロードキャスト = BROADCAST
湊，かなえ
祈りのカルテ
知念 実希人
潜伏キリシタンは何を信じていたのか
宮崎，賢太郎，1950さしすせその女たち
椰月，美智子，1970スケルトン・キー = THE SKELETON KEY
道尾，秀介
NO-NO BOY : 日系人強制収容と闘った父の記録
川手，晴雄

自閉症の僕が跳びはねる理由
湖畔の愛
はるか = HAL-CA
ところで死神は何処から来たのでしょう?
鳥居の密室 : 世界にただひとりのサンタクロース
歪んだ波紋
ゆっくりおやすみ、樹の下で
あの日のオルガン : 疎開保育園物語
これは経費で落ちません! : 経理部の森若さん 4
伝わる技術 : 力を引き出すコミュニケーション
はじめての経済思想史 : アダム・スミスから現代まで
「がん」はなぜできるのか : そのメカニズムからゲノム医療まで
本のエンドロール
白墨人形
仏像とお寺の解剖図鑑 : お寺の境内に散りばめられた仏の世界の読み解き方
大相撲の解剖図鑑 : 大相撲の魅力と見かたを徹底図解
電子工作パーフェクトガイド : 工作テクニックと電子部品・回路・マイコンボードの知識が身につく

江戸東京の明治維新
生きづらい明治社会 : 不安と競争の時代
居場所がほしい : 不登校生だったボクの今
梟の月
星空の16進数 = A starlit sky in hexadecimal colors
真夜中の子供
下町ロケット [4]
時をかける眼鏡 [7]
ディス・イズ・ザ・デイ = This is the day
ディズニー夢をかなえる神様が教えてくれたこと = Disney;What the Master of Dreams Taught Me

玉村警部補の巡礼
グリーン・グリーン = green green [2]
まちづくり都市金沢
香りと歴史7つの物語
沈黙のパレード
ビブリア古書堂の事件手帖～扉子と不思議な客人たち～
掟上今日子の乗車券
数学ガールの秘密ノート = Mathematical Girls:The Secret Notebook 行列が描くもの
数学ガールの秘密ノート = Mathematical Girls:The Secret Notebook ベクトルの真実
数学ガールの秘密ノート = Mathematical Girls:The Secret Notebook やさしい統計

数学ガールの秘密ノート
数学ガール = Mathematical Girls : ポアンカレ予想
はじめての手編みクリスマス小物130 : Happy Christmas
華と刻ハーバリウム設計図 : アレンジメントテクニックブック
L.M.モンゴメリの「赤毛のアン」クックブック : 料理で楽しむ物語の世界
も～っとずぼらヨガ : 自律神経どこでもリセット!
大化改新を考える
青い春を数えて
どんまい
入門者のPython : プログラムを作りながら基本を学ぶ
あなたはここで、息ができるの?
なぜヒトは学ぶのか : 教育を生物学的に考える
親鸞と聖徳太子
信長の原理
世界史を変えた新素材
未来職安 = THE FUTURE EMPLOYMENT SECURITY OFFICE
弱さをさらけだす勇気
悪魔と呼ばれた男 = a Man called DEVIL

東田，直樹
町田，康，1962宿野，かほる
榎田，尤利
島田，荘司
塩田，武士
高橋，源一郎，1951久保，つぎこ，1944青木，祐子
風間，八宏，1961中村，隆之，1973国立がんセンター研究所
安藤，祐介，1977Tudor，C.J
スタジオワーク
伊藤，勝治，1943伊藤，尚未
横山，百合子
松沢，裕作
浅見 直輝
小松，エメル
逸木，裕，1980辻，仁成，1959池井戸，潤，1963椹野，道流
津村，記久子
鎌田，洋，1950海堂，尊
あさの，あつこ，1954山出，保，1931渡辺，昌宏
東野，圭吾
三上，延
西尾，維新，1981結城，浩
結城，浩，1963結城，浩，1963結城，浩，1963-

KIYOU，KAWASHIMA
Macdonald，Kate
崎田，ミナ
吉村，武彦，1945武田，綾乃，1992重松，清
立山，秀利
竹宮，ゆゆこ
安藤，寿康，1958島田，裕巳，1953垣根，涼介，1966佐藤，健太郎，1970柞刈，湯葉
松岡，修造，1967神永，学，1974日本列島の下では何が起きているのか : 列島誕生から地震・火山噴火のメカニズムまで 中島，淳一，1976世界を救った日本の薬 : 画期的新薬はいかにして生まれたのか?
塚﨑，朝子
ことことこーこ
阿川，佐和子，1953主役は、ごちそうおにぎり : つまみにポテサラ、シメのホットサンド
Tesshi

フーガはユーガ : TWINS TELEPORT TALE

伊坂，幸太郎，1971-

星と星座パーフェクトガイド : 夜空に見える星と星座宇宙のことが、手に取るようにわかる 藤井，旭，1941-

星空がもっと好きになる : 星の見つけ方がよくわかるもっとも親切な入門書

駒井，仁南子

一番わかりやすいあみぐるみの教科書 : かわいくて運がよくなるモチーフがいっぱい いちかわ，みゆき

プーさんの鼻
5分後に恋するラスト
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
祇園祭 : その魅力のすべて
サイバーセキュリティ
数学ガールの秘密ノート = Mathematical Girls:The Secret Notebook 場合の数
教養としてのプログラミング的思考 : 今こそ必要な「問題を論理的に解く」技術
極北へ = INTO THE FAR NORTH
人に話したくなる世界史
本質をつかむ聞く力 : ニュースの現場から
朝ドラには働く女子の本音が詰まってる
半分生きて、半分死んでいる
がんばらなくてもうまくいく考え方
新だしの本 : 毎日のだしから、めんつゆ、濃縮だしまで
仏像 : 心とかたち
4ミリ同盟
出雲大社
疾風の女子マネ!
カルピスをつくった男三島海雲
和英対訳英語で日本昔ばなし : 丁寧な語句解説付き
スマホを落としただけなのに
〈超・多国籍学校〉は今日もにぎやか! : 多文化共生って何だろう
数学と恋に落ちて 未知数に親しむ篇
数学と恋に落ちて 方程式を極める篇
めんそーれ!化学 : おばあと学んだ理科授業
最後の晩ごはん [11]

俵，万智，1962エブリスタ
Cassidy，Cody
アリカ
谷脇，康彦
結城，浩，1963草野，俊彦
石川，直樹，1977玉木，俊明，1964松原，耕二，1960矢部，万紀子，1961養老，孟司，1937井上，裕之，1963千葉，道子
望月，信成，1899-1990
高楼，方子，1955中野，晴生，1952まはら，三桃
山川，徹
曾根田 憲三
志駕，晃，1963菊池，聡
McKellar，Danica
McKellar，Danica
盛口，満，1962椹野，道流
2.5次元のトップランナーたち = TOP RUNNERS OF 2.5D : 松田誠、茅野イサム、和田俊輔、佐藤流司 門倉，紫麻
サクッと!化学実験
山田，暢司
常設展示室 = Permanent Collection
原田，マハ
演劇プロデューサーという仕事 : 「第三舞台」「劇団☆新感線」はなぜヒットしたのか 細川，展裕，1958無事に返してほしければ
白河，三兎
はじめての解析学 : 微分、積分から量子力学まで
原岡，喜重，1957保育の自由
近藤，幹生，1953物流危機は終わらない : 暮らしを支える労働のゆくえ
首藤，若菜，1973怪盗探偵山猫 [5]
神永，学，1974巡礼ビジネス : ポップカルチャーが観光資産になる時代
岡本，健，1983豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
子ども食堂をつくろう! : 人がつながる地域の居場所づくり
ニムロッド
上田，岳弘
宝島 : HERO&apos;s ISLAND
真藤，順丈
渡部，雅浩，1971-地球惑星科学
絵でわかる地球温暖化 = An Illustrated Guide to Global Warming
1R1分34秒
町屋 良平
ふたりのトトロ : 宮崎駿と『となりのトトロ』の時代
木原，浩勝，1960幕末維新伝 : 今、その史実が明かされる
木村，幸比古，1948トップ通訳ガイドが伝える京都案内の極意
杉原，利朗，1958歴史を知れば3倍たのしい鎌倉の古社寺
風に恋う = Misery and Glory of Windgazer
額賀，澪，1990捜す人 : 津波と原発事故に襲われた浜辺で
廣瀬，正樹，1984古鏡のひみつ : 「鏡の裏の世界」をさぐる : 見るだけで楽しめる!
新井，悟，1969走り続ける力
山中，伸弥
学校に行きたくない君へ
全国不登校新聞社
台風についてわかっていることいないこと : ようこそ、そらの研究室へ
筆保，弘徳，1975高校生のためのゲームで考える人工知能
三宅，陽一郎，1975新錯視図鑑 : 脳がだまされる奇妙な世界を楽しむ・解き明かす・つくりだす
杉原，厚吉，1948動物デッサンテクニック = Animal Drawing Technique : デッサンを極める! : 骨格からプロポーションのとらえ方まで徹底解説 岡本，泰子
地形図を読む技術 : すべての国土を正確に描いた基本図を活用する極意
山岡，光治，1945-

楽しくわかる数学の基礎 : 数と式、方程式、関数の「つまずき」がスッキリ!
キリンの一撃 : サヴァンナの動物たちが見せる進化のスゴ技
単位は進化する : 究極の精度をめざして
図解国会の楽しい見方
スヌーピーともだちって、こういうこと : Peanuts Friends
あなただけの人生をどう生きるか : 若い人たちに遺した言葉
軍艦島池島長崎世界遺産の旅
情熱でたどるスペイン史
戒名探偵卒塔婆くん
14歳、明日の時間割
教育学部 : 中高生のための学部選びガイド

星田，直彦，1962Grasset，Leo，1989安田，正美，1971時事通信社
Schulz，CharlesMonroe，1922-2000

渡辺，和子，1927-2016
黒沢，永紀，1961池上，俊一
高殿，円，1976鈴木，るりか，2003三井綾子 著

