
◆ Young Generation コーナー ◆ 新しく入った本（１０月）

書名 著者 出版者 請求記号

絵でわかる人工知能 三宅 陽一郎／著 SBクリエイティブ 0071/M18/2

ビジネスマンの私から13歳の君に贈る人生の言葉 佐々木 常夫／著 海竜社 1597/S23/

新しい地図の見つけ方 宇野 常寛／著 KADOKAWA 1597/U4/

レジリエンス入門 内田 和俊／著 筑摩書房 1597/U5/

最期のことば  ブッダ 佐々木 閑／著 NHK出版 1835/S7/

日本人の武器としての世界史講座 茂木 誠／著 ビジネス社 2040/M20/

元号でたどる日本史 グループSKIT／編著 PHP研究所 21002/G4/

テーマで歴史探検 河合 敦／著 朝日学生新聞社 21004/K39/4

図解90分でおさらいできる常識の日本史 宮瀧 交二／監修 彩図社 2101/M21/

日本の歴史 大石 学／監修 学研プラス 2101/N55/

はにわ まりこふん／著 青月社 2102/M77/3

超現代語訳戦国時代 房野 史典／著 幻冬舎 2104/B2/

徳川家が見た戦争 徳川 宗英／著 岩波書店 2107/T123/

超図解!戦国武将事典 小和田 哲男／監修 大泉書店 2810/O20/5

世界遺産マチュピチュに村を創った日本人「野内与吉」物語 野内 セサル良郎／編 新紀元社 2891/N218/

ハッブル 家 正則／著 岩波書店 2893/H69/

地球の歩き方ａｒｕｃｏ　15　チェコ 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-15C

地球の歩き方aruco 17  ウィーン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-17B

マルクスの心を聴く旅 内田 樹／著 かもがわ出版 30930/U2/1-3

学校が教えないほんとうの政治の話 斎藤 美奈子／著 筑摩書房 31000/S2/

スター・ウォーズに学ぶ「国家・正義・民主主義」 岡田 斗司夫／著 SBクリエイティブ 31040/O10/

戦争とは何だろうか 西谷 修／著 筑摩書房 31980/N7/2

文学部で読む日本国憲法 長谷川 櫂／著 筑摩書房 32314/H38/

Q&A日本経済のニュースがわかる!　2017 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 33210/N6/25-2

いじめられっ子の流儀 ケイト・コーエン・ポージー／著 学苑社 37140/C3/

ノーベル賞でつかむ現代科学 小山 慶太／著 岩波書店 4020/K10/3

広告・ニュースの数字のカラクリがわかる統計学 涌井 良幸／著 日本実業出版社 4170/W6/9

寿命図鑑 やまぐち かおり／絵 いろは出版 4611/Y5/

微生物イラストキャラ図鑑 長沼 毅／監修 東京書店 4650/B10/

社会福祉士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 4981/W10/1-12

臨床検査技士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 4981/W10/1-13

きょうのごはんは“マンガ飯” 増淵 敏之／マンガGuide 旭屋出版 5960/M101/

青春18きっぷパーフェクトガイド 2016-2017 谷崎 竜／著 イカロス出版 6862/T40/1-2

東海道新幹線クイズ100 鉄道クイズ研究会／著 ウェッジ 6862/T48/

絵とき日本美術 石川 マサル／共著 エムディエヌコーポレーション 7210/I14/
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心にのこる絵の描き方 松村 上久郎／著 秀和システム 7265/M58/

#クオッカ 朝日出版社 7480/Q2/

みんなのおりぞめ 山本 俊樹／編著 仮説社 7538/Y12/

中学生ブラバン天国 オザワ部長／著 学研プラス 7646/O3/3

いきものがたり 水野 良樹／著 小学館 7678/M67/

歌舞伎一年生 中川 右介／著 筑摩書房 7740/N17/

「超」アニメ声優! 堀川 りょう／著 PHP研究所 7787/H12/

パラスポーツルールブック 陶山 哲夫／監修 清水書院 7806/C6/

バレーボール実戦力を高めるドリル 坂本 将康／著 ベースボール・マガジン社 7832/S4/

フットサル超必勝バイブル 須賀 雄大／共著 ガイドワークス 7834/S46/

井村雅代コーチの結果を出す力 井村 雅代／著 PHP研究所 7852/I4/

学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野 真二／著 河出書房新社 8100/K6/

楽しく習得!英語多読法 クリストファー・ベルトン／著 筑摩書房 8307/B1/2

夏井いつきの超カンタン!俳句塾 夏井 いつき／著 世界文化社 9113/N79/3

現代語抄訳で楽しむ東海道中膝栗毛と続膝栗毛 [十返舎 一九／作] KADOKAWA 9135/J1/11

星へ行く船 新井 素子／著 出版芸術社 9136/A23/19

VS.こち亀 秋本 治／原作 集英社 9136/A234/2

気まぐれ食堂 有間 カオル／著 東京創元社 9136/A281/3

アグニオン 浅生 鴨／著 新潮社 9136/A299/

さよなら、君のいない海 秀島 迅／著 KADOKAWA 9136/H379/

私のスポットライト 林 真理子／著 ポプラ社 9136/H79/69

ぼくはまだ、横浜でキスをしない 樋口 有介／[著] 角川春樹事務所 9136/H98/28

マルの背中 岩瀬 成子／著 講談社 9136/I140/8

静かの海 筏田 かつら／著 宝島社 9136/I350/

わたしがここにいる理由 片川 優子／作 岩崎書店 9136/K537/6

真田十勇士 外伝 小前 亮／作 小峰書店 9136/K559/10

金魚たちの放課後 河合 二湖／著 小学館 9136/K623/3

本好きの下剋上　第3部[1] 香月 美夜／著 TOブックス 9136/K748/3-1

こちら文学少女になります 小嶋 陽太郎／著 文藝春秋 9136/K756/3

私の人生なのに 清 智英／原案 講談社 9136/K797/

利き蜜師物語 銀蜂の目覚め 小林 栗奈／著 産業編集センター 9136/K798/

元型物語リュウと魔法の王国 久坂 七夕／著 出版館ブック・クラブ 9136/K799/

たとえ声にならなくても、君への想いを叫ぶ。 小春 りん／著 スターツ出版 9136/K800/

真田十勇士　4 松尾 清貴／著 理論社 9136/M377/2-4

教室の灯りは謎の色 水生 大海／著 KADOKAWA 9136/M441/5
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掟上今日子の家計簿 西尾 維新／著 講談社 9136/N314/18-7

わたしの隣の王国 七河 迦南／[著] 新潮社 9136/N347/2

昔話法廷 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班／編 金の星社 9136/N425/

あずかりやさん [2] 大山 淳子／著 ポプラ社 9136/O291/6-2

明るい夜に出かけて 佐藤 多佳子／著 新潮社 9136/S189/8

女子的生活 坂木 司／著 新潮社 9136/S301/14

君の名は。 新海 誠／作 KADOKAWA 9136/S515/4

リジェクション 佐藤 まどか／著 講談社 9136/S608/

ペットショップボーイズ 竹吉 優輔／著 光文社 9136/T458/3

E高生の奇妙な日常 田丸 雅智／[著] 角川春樹事務所 9136/T466/8

いい人ランキング 吉野 万理子／著 あすなろ書房 9136/Y248/9

父へ母へ。100万回の「ありがとう」 『PHP』編集部／編 PHP研究所 9146/P6/

レシピにたくした料理人の夢 百瀬 しのぶ／文 汐文社 9160/M193/

プリンセス・ダイアリー　 メグ・キャボット／著 河出書房新社 9330/C167/7-2

ウォーリアーズ 4-2 エリン・ハンター／作 小峰書店 9330/H162/4-2

ダーウィンと旅して ジャクリーン・ケリー／作 ほるぷ出版 9330/K105/1-2

ねらわれた王座 ジェニファー・A.ニールセン／作 ほるぷ出版 9330/N59/1-3

サバイバー ジェフ・プロブスト／著 講談社 9330/P110/

太陽と痛み ヘスス・カラスコ／著 早川書房 9630/C12/
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