
002 京大変人講座 酒井　敏／著 東京：三笠書房

002 国家と教養 藤原　正彦／著 東京：新潮社

002 文系と理系はなぜ分かれたのか 隠岐　さや香／著 東京：星海社

019 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤　孝／著 東京：SBクリエイティブ

019 二度読んだ本を三度読む 柳　広司／著 東京：岩波書店

097 瀬戸内国際芸術祭　2019 北川　フラム／監修 東京：美術出版社

104 自分と向き合い成長するアニメと哲学 小川　仁志／著 東京：かんき出版

141 エニアグラム　実践編 ドン・リチャード・リソ／著 東京：KADOKAWA

141 エニアグラム　基礎編 ドン・リチャード・リソ／著 東京：KADOKAWA

141 FBI捜査官が教える「しぐさ」の実践解読辞典407 ジョー・ナヴァロ／著 東京：河出書房新社

141 世界一やさしい右脳型問題解決の授業 渡辺　健介／著 東京：ダイヤモンド社

141 ハーバード・スタンフォード流「自分で考える力」が身につくへんな問題 狩野　みき／著 東京：SBクリエイティブ

159 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／著 東京：マガジンハウス

159 「空気」を読んでも従わない 鴻上　尚史／著 東京：岩波書店

198 アーミッシュの昨日・今日・明日 ドナルド・B.クレイビル／著 東京：論創社

198 アーミッシュの人びと 池田　智／著 東京：二玄社

210.6 子供たちに伝えたい日本の戦争 皿木　喜久／著 東京：潮書房光人新社

253 植民地から建国へ 和田　光弘／著 東京：岩波書店

290 目からウロコのなるほど地理講義　地誌編 宮路　秀作／著 東京：学研プラス

291 行ける!撮れる!映える!感動に出会う日本の新絶景 東京：洋泉社

291 江戸「古地図」探訪 菅野　俊輔／監修 東京：宝島社

295 人生で一度はやってみたいアメリカ横断の旅 吉田　ちか／著 東京：実業之日本社

318 「過疎地域」から「希望の地」へ新時代の地域づくり 奥崎　喜久／著 東京：日本地域社会研究所

318 現場発!ニッポン再興 出町　譲／著 東京：晶文社

318 ふるさと創生 黒井　克行／著 東京：木楽舎

319 内戦の地に生きる 橋本　昇／著 東京：岩波書店

323 憲法を学問する 樋口　陽一／著 東京：有斐閣

331 ゲーム理論入門の入門 鎌田　雄一郎／著 東京：岩波書店

332 平成経済衰退の本質 金子　勝／著 東京：岩波書店

334 地方発外国人住民との地域づくり 徳田　剛／編著 京都：晃洋書房

335 あらすじ論語と算盤 渋澤　健／監修 東京：宝島社

338 バブル経済事件の深層 奥山　俊宏／著 東京：岩波書店

351 なぜ、男子は突然、草食化したのか 本川　裕／著 東京：日本経済新聞出版社

366 2030年のハローワーク 図子　慧／著 東京：KADOKAWA

366 ビジュアル働き方改革 岡崎　淳一／著 東京：日本経済新聞出版社

2019年　5月　新着図書リスト

1 / 6 ページ



2019年　5月　新着図書リスト
367 平成家族 朝日新聞取材班／著 東京：朝日新聞出版

369 わたしは12歳、爆撃される悪夢を見る夜。 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン／著 東京：合同出版

371 思春期を生きる 小野　善郎／著 東京：福村出版

372 ヒマラヤに学校をつくる 吉岡　大祐／著 東京：旬報社

374 できる教師のTODO仕事術 栗田　正行／著 東京：東洋館出版社

374 データから考える教師の働き方入門 辻　和洋／編著 東京：毎日新聞出版

375 評価が変わる、授業を変える 高木　展郎／著 東京：三省堂

376 イラストと事例でわかる!保育所の子どもの「学び」まるごとガイド 無藤　隆／編 東京：学陽書房

376 海外の高校&大学へ行こう!　2020年度版 東京：アルク

376 蛍雪時代２０１９年４月臨時増刊　全国大学学部・学科案内号 旺文社

376 全国短大進学ガイド　2020年入試対策用 旺文社／編 東京：旺文社

376 「みんなの学校」が教えてくれたこと 木村　泰子／著 東京：小学館

376 「みんなの学校」流自ら学ぶ子の育て方 木村　泰子／著 東京：小学館

378 「みんなの学校」をつくるために 木村　泰子／著 東京：小学館

379 超効率勉強法 メンタリストDaiGo／著 東京：学研プラス

382 大江戸くらし図鑑 東京：洋泉社

391 日本軍兵士 吉田　裕／著 東京：中央公論新社

395 横田空域 吉田　敏浩／[著] 東京：KADOKAWA

420 物理のすべてがわかる本 科学雑学研究倶楽部／編 東京：学研プラス

420 学びなおし中学・高校物理 東京：ニュートンプレス

467 ダーウィンの「種の起源」 サビーナ・ラデヴァ／作・絵 東京：岩波書店

491 死とは何か 東京：ニュートンプレス

493 イラストで学ぶ高齢者リハビリテーション栄養 若林　秀隆／著 東京：講談社

494 がん免疫療法とは何か 本庶　佑／著 東京：岩波書店

498 柳沢幸雄先生の空気の授業 柳沢　幸雄／著 東京：ジャパンマシニスト社

538 人類、宇宙に住む ミチオ・カク／著 東京：NHK出版

538 元JAXA研究員も驚いた!ヤバい「宇宙図鑑」 谷岡　憲隆／著 東京：青春出版社

596 アーミッシュ料理 堤　純子／著 東京：未知谷

596 いただきます 毎日新聞社会部／著 [東京]：ブックマン社

596 今日も嫌がらせ弁当 ttkk／著 東京：三才ブックス

611 奇跡の集落 多田　朋孔／著 東京：農山漁村文化協会

611 満腹の情景 木村　聡／文・写真 [東京]：花伝社

674 外国人にアピールするデザインのアイデア パイインターナショナル／編著 東京：パイインターナショナル

699 どん底に落ちてもはい上がる37のストーリー 生島　ヒロシ／著 東京：ゴマブックス

726 チックタック〜約束の時計台〜 にしの　あきひろ／著 東京：幻冬舎
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782 前に進む力-Keep Going 両角　速／著 東京：東海教育研究所

782 陸上競技東京高校式ドリル 大村　邦英／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.1 バスケットボールの戦い方 佐々　宜央／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.1 バスケットボール目標設定ドリル 鈴木　良和／監修・著 東京：ベースボール・マガジン社

783.2 バレーボール基本を極めるドリル 松井　泰二／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.4 ウィニング・ストーリー 岩政　大樹／著 東京：KADOKAWA

783.4 サッカー決定力を高めるシュートドリル 南雲　伸幸／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.4 サッカー個を強くするドリブル練習 川島　和彦／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.4 サッカーポゼッションスタイル 徳永　尊信／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.4 新GK論 田邊　雅之／著 東京：カンゼン

783.5 大坂なおみ 児玉　光雄／著 東京：楓書店

783.5 ソフトテニス高田商業の勝負強さを磨く練習法　後衛編 紙森　隆弘／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.5 ソフトテニス高田商業の勝負強さを磨く練習法　前衛編 紙森　隆弘／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.5 テニス緩急自在マルチ練習ドリル 森井　大治／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.5 バドミントン最新式・基礎ドリル 藤本　ホセマリ／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.5 バドミントンの戦い方 藤本　ホセマリ／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.5 バドミントン米倉加奈子式攻め勝つドリル 米倉　加奈子／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.6 卓球渡辺勝男式多球練習 渡辺　勝男／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.7 ソフトボール超実戦的練習ドリル 三科　真澄／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.7 ソフトボールの戦い方 福田　五志／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.7 負けてみろ。 田口　元義／著 東京：秀和システム

783.7 野球勝てる投手になるドリル 堀井　哲也／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.7 野球強打者になるバッティングドリル 齋藤　正直／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.7 野球試合で活きる守備・走塁ドリル 西　正文／著 東京：ベースボール・マガジン社

783.7 野球想像力を育てる捕手ドリル 中島　彰一／著 東京：ベースボール・マガジン社

785 水泳実践的練習ドリル 原　英晃／監修 東京：ベースボール・マガジン社

789 柔道 世界で勝つための実戦的稽古 林田　和孝／著 東京：ベースボール・マガジン社

801 言語学講義 加藤　重広／著 東京：筑摩書房

804 本にまつわる世界のことば 温　又柔／著 大阪：創元社

809 会話のきっかけレシピ 枚岡　治子／著 東京：大月書店

816 伝わる文章を書く技術 向後　千春／著 東京：技術評論社

830 アメリカの小学生が学ぶ国語・算数・理科・社会教科書 ジェームス・M.バーダマン／編 東京：ジャパンブック

830 工芸バイリンガルガイド 澤田　美恵子／著 東京：小学館

830 城バイリンガルガイド 三浦　正幸／監修 東京：小学館

830 庭園バイリンガルガイド 田中　昭三／著 東京：小学館
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830 和食調味料バイリンガルガイド 松田　美智子／監修 東京：小学館

914.6 知の体力 永田　和宏／著 東京：新潮社

726 ﾊ 17 文豪ストレイドッグス　17 朝霧　カフカ／原作 東京：KADOKAWA

913.6 ｱ 悪魔のトリック 青柳　碧人／著 東京：祥伝社

913.6 ｱ The MANZAI 十六歳の章 あさの　あつこ／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｱ 塩の街 有川　浩／[著] 東京：角川書店

913.6 ｲ シーソーモンスター 伊坂　幸太郎／著 東京：中央公論新社

913.6 ｳ 54字の物語 怪 氏田　雄介／作・絵 東京：PHP研究所

913.6 ｳ 54字の物語 参 氏田　雄介／編著 東京：PHP研究所

913.6 ｳ 鹿の王 水底の橋 上橋　菜穂子／著 東京：KADOKAWA

913.6 ｵ 噓を愛する女 [中江　和仁／脚本] 東京：徳間書店

913.6 ｵ 2 あずかりやさん　[2] 大山　淳子／[著] 東京：ポプラ社

913.6 ｵ 3 あずかりやさん　[3] 大山　淳子／[著] 東京：ポプラ社

913.6 ｶ トッピング 川上　健一／著 東京：集英社

913.6 ｶ 百花 川村　元気／著 東京：文藝春秋

913.6 ｶ 11 心霊探偵八雲　11 神永　学／著 東京：KADOKAWA

913.6 ｷ 運転者 喜多川　泰／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン

913.6 ｷ 上京物語 喜多川　泰／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン

913.6 ｷ 手紙屋　蛍雪篇 喜多川　泰／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン

913.6 ｷ とめどなく囁く 桐野　夏生／著 東京：幻冬舎

913.6 ｷ 1 チンギス紀　1 北方　謙三／著 東京：集英社

913.6 ｷ 2 チンギス紀　2 北方　謙三／著 東京：集英社

913.6 ｷ 3 チンギス紀　3 北方　謙三／著 東京：集英社

913.6 ｷ 4 チンギス紀　4 北方　謙三／著 東京：集英社

913.6 ｹ お母ちゃん、なんで俺なんか生んだんだよ けんた／著 東京：幻冬舎メディアコンサルティング

913.6 ｺ 陽だまりの彼女 越谷　オサム／著 東京：新潮社

913.6 ｺ 6 きみの世界に、青が鳴る 河野　裕／著 東京：新潮社

913.6 ｻ 女子的生活 坂木　司／著 東京：新潮社

913.6 ｻ 世界は「 」で満ちている 櫻　いいよ／著 東京：PHP研究所

913.6 ｼ おまえの罪を自白しろ 真保　裕一／著 東京：文藝春秋

913.6 ｼ まだ見ぬ春も、君のとなりで笑っていたい 汐見　夏衛／著 東京：スターツ出版

913.6 ﾂ 傲慢と善良 辻村　深月／著 東京：朝日新聞出版

913.6 ﾃ 1 永遠の仔　1 天童　荒太／[著] 東京：幻冬舎

913.6 ﾃ 2 永遠の仔　2 天童　荒太／[著] 東京：幻冬舎

913.6 ﾃ 3 永遠の仔　3 天童　荒太／[著] 東京：幻冬舎
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913.6 ﾃ 4 永遠の仔　4 天童　荒太／[著] 東京：幻冬舎

913.6 ﾃ 5 永遠の仔　5 天童　荒太／[著] 東京：幻冬舎

913.6 ﾅ サバティカル 中村　航／著 東京：朝日新聞出版

913.6 ﾅ 夢見る帝国図書館 中島　京子／著 東京：文藝春秋

913.6 ﾆ 悪意の迷路 日本推理作家協会／編 東京：光文社

913.6 ﾆ 育休刑事(デカ) 似鳥　鶏／著 東京：幻冬舎

913.6 ﾊ この川のむこうに君がいる 濱野　京子／作 東京：理論社

913.6 ﾊ ブルー 葉真中　顕／著 東京：光文社

913.6 ﾌ 意味が分かると怖い話 藤白　圭／著 東京：河出書房新社

913.6 ﾎ Good old boys 本多　孝好／著 東京：集英社

913.6 ﾎ 1 dele　[1] 本多　孝好／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾎ 2 dele　2 本多　孝好／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾏ カモフラージュ 松井　玲奈／著 東京：集英社

913.6 ﾏ 初恋さがし 真梨　幸子／著 東京：新潮社

913.6 ﾐ 友達未遂 宮西　真冬／著 東京：講談社

913.6 ﾐ 2 神さまのいる書店　[2] 三萩　せんや／著 東京：KADOKAWA

913.6 ﾐ 3 神さまのいる書店　[3] 三萩　せんや／著 東京：KADOKAWA

913.6 ﾔ 蒼色の大地 薬丸　岳／著 東京：中央公論新社

913.6 ﾕ 検事の信義 柚月　裕子／著 東京：KADOKAWA

914.6 ﾖ 思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ／著 東京：新潮社

914.6 ﾜ 濃霧の中の方向感覚 鷲田　清一／著 東京：晶文社

923 ﾘ 元年春之祭 陸　秋槎／著 東京：早川書房

933 ﾄ ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス／作 東京：岩崎書店

933 ﾌﾞ 1 オリジン　上 ダン・ブラウン／[著] 東京：KADOKAWA

933 ﾌﾞ 2 オリジン　中 ダン・ブラウン／[著] 東京：KADOKAWA

933 ﾌﾞ 3 オリジン　下 ダン・ブラウン／[著] 東京：KADOKAWA

933 ﾒ トワイライト哀しき新生者 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス

933 ﾒ 1-1 トワイライト　[1]上 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス

933 ﾒ 1-2 トワイライト　[1]下 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス

933 ﾒ 2-1 トワイライト　2上 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス

933 ﾒ 2-2 トワイライト　2下 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス

933 ﾒ 3-1 トワイライト　3上 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス

933 ﾒ 3-2 トワイライト　3下 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス

933 ﾒ 4-1 トワイライト　4上 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス

933 ﾒ 4-2 トワイライト　4下 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス
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933 ﾒ 4-3 トワイライト　4最終章 ステファニー・メイヤー／著 東京：ヴィレッジブックス

949 ﾃ きげんのいいリス トーン・テレヘン／著 東京：新潮社

E オレ、おおきくなるのいや デヴ・ペティ／ぶん 東京：マイクロマガジン社

E オレ、なんにもしたくない デヴ・ペティ／ぶん 東京：マイクロマガジン社
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