
新しく入った本（5月） ◆ Young Generation ｺｰﾅｰ ◆

書　名 著　者 出版者 請求記号

イラストで読むAI入門 森川 幸人／著 筑摩書房 0071/M21/

その情報はどこから? 猪谷 千香／著 筑摩書房 0700/I3/

NHK Eテレ世界の哲学者に人生相談スペ
シャルエディション

高田 純次／著 すばる舎 1040/N42/

生きるための「正義」を考える本 押谷 由夫／監修 学研プラス 1580/G2/

きみを変える50の名言 佐久間 博／文 汐文社 1598/S16/2

謎解き聖書物語 長谷川 修一／著 筑摩書房 1932/H5/

歴史を知る楽しみ 家近 良樹／著 筑摩書房 21001/I5/

教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる 1
～4

こどもくらぶ／編 あすなろ書房
2102/K175/1-1～1-
4

ある若き死刑囚の生涯 加賀 乙彦／著 筑摩書房 2891/S361/

世界幻想とファンタジーの情景 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 2900/P2/2

キャリア教育に役立つ!官公庁の仕事 稲継 裕昭／監修 あかね書房 31730/I2/2

高校生からのリーダーシップ入門 日向野 幹也／著 筑摩書房 36143/H2/

僕たちはなぜ働くのか 上 池上 彰／監修 学研プラス 36600/B1/1-1

僕たちはなぜ働くのか 下 池上 彰／監修 学研プラス 36600/B1/1-2

これを知らずに働けますか? 竹信 三恵子／著 筑摩書房 36602/T13/2

なぜ人と人は支え合うのか 渡辺 一史／著 筑摩書房 36927/W6/

経営学部・商学部 大岳 美帆／著 ぺりかん社 37680/N14/1-10

教授だから知っている大学入試のトリセツ 田中 研之輔／著 筑摩書房 37680/T15/

単位図鑑 高橋 丈夫／監修 あかね書房 4207/T3/

生きものとは何か 本川 達雄／著 筑摩書房 4600/M26/

図解身近にあふれる「微生物」が3時間でわ
かる本

左巻 健男／編著 明日香出版社 4650/S15/

国境の医療者 メータオ・クリニック支援の会／編 新泉社 4980/M57/

化学のしごと図鑑 近畿化学協会／編 化学同人 5702/K5/

一生ついてまわる家事のキホンが身につく
本

大人の常識研究会／編著 大和出版 5900/O9/

青春ハンドメイド 1 イベントを盛り上げるコス
チューム

学研プラス 5940/S33/1-1

青春ハンドメイド 3 お部屋をいろどるインテリ
ア・ツール

学研プラス 5940/S33/1-3

中学生のためのスイーツの教科書 おかやま山陽高校製菓科／編 吉備人出版 5966/O52/

ものがたり西洋音楽史 近藤 譲／著 岩波書店 7623/K22/

最強!大阪桐蔭高校吹奏楽部 オザワ部長／著 学研プラス 7646/O3/6

DVDで上達!卓球 宮崎 義仁／監修 ナツメ社 7836/M5/5

中高生からの日本語の歴史 倉島 節尚／著 筑摩書房 8102/K32/

一字違いの語彙力 山口 謠司／著 さくら舎 8104/Y11/3

しびれる短歌 東 直子／著 筑摩書房 91116/H19/6

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 死 内田 百間／ほか[著] 汐文社 9136/B24/1-8
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武士道ジェネレーション 誉田哲也／著 文藝春秋 9136/H256/7-4

外科室 泉 鏡花／著 立東舎 9136/I151/10

心霊探偵八雲 11 魂の代償 神永 学／著 KADOKAWA 9136/K618/1-11

グリーズランド 1 消された記憶 黒野 伸一／著 静山社 9136/K656/7-1

よたんぼう 桂 歌蔵／著 KADOKAWA 9136/K839/

僕はかぐや姫・至高聖所(アバトーン) 松村 栄子／[著] ポプラ社 9136/M182/8

愛なき世界 三浦 しをん／著 中央公論新社 9136/M341/17

立川忍びより [2] 忍ビジネスはじめました! 仁木 英之／著 KADOKAWA 9136/N332/19-2

怪談5分間の恐怖 つきまとう本 中村 まさみ／著 金の星社 9136/N427/1-11

怪談5分間の恐怖 うしろを歩く者 中村 まさみ／著 金の星社 9136/N427/1-12

い～じ～大波小波 乃波木／著 ロクリン社 9136/N438/

夢十夜 夏目 漱石／著 立東舎 9136/N7/33

呉書三国志 斉藤 洋／著 講談社 9136/S249/11

亜澄錬太郎の事件簿 4 美貌の行方 齋藤 勝裕／著 シーアンドアール研究所 9136/S591/1-4

小説映画ドラえもんのび太の月面探査記 藤子・F・不二雄／原作 小学館 9136/T419/25

54字の物語 氏田 雄介／作 PHP研究所 9136/U110/1-1

54字の物語 怪 氏田 雄介／作・絵 PHP研究所 9136/U110/1-2

ユーチュー部!! 駅伝編 <神回>ユーチューブ
参考にして駅伝大会に出場したらまさかの
あいつが山の神に!!!

山田 明／著 学研プラス 9136/Y351/1-2

赤とんぼ 新美 南吉／著 立東舎 9138/N3/2

思わず考えちゃう ヨシタケ シンスケ／著 新潮社 9146/Y202/

赤毛のアン ルーシイ=モード=モンゴメリ／作 朝日出版社 9330/M20/28

アップルと月の光とテイラーの選択 中浜 ひびき／著 小学館 9330/N68/

夢見る人 パム・ムニョス・ライアン／作 岩波書店 9330/R125/

ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン／著 東京創元社 9330/S208/3

メアリ・ポピンズ トラバース／作 朝日出版社 9330/T28/2

カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ／[著] 白水社 9630/S5/5
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