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

著者 出版者 請求記号

高校図書館デイズ 成田 康子／著 筑摩書房 0174/N1/2

世界のしくみまるわかり図鑑 リチャード・プラット／著 柏書房 0330/P2/

やさしさ
神戸女学院大学文学部総合文
化学科／監修

世界思想社 1580/K9/1-1

エリア別だから流れがつながる世界史 祝田 秀全／監修 朝日新聞出版 2090/I17/2

「世界史」で読み解けば日本史がわかる 神野 正史／著 祥伝社 21004/J1/

独裁君主の登場 宋の太祖と太宗 竺沙 雅章／著 清水書院 2220/C44/

原敬 政党政治のあけぼの 山本 四郎／著 清水書院 2891/H1/11

司馬遷と『史記』の成立 大島 利一／著 清水書院 2892/S5/3

世界航海史上の先駆者 鄭和 寺田 隆信／著 清水書院 2892/T18/

ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 永井 陽右／著 合同出版 31640/N9/

Q&A日本経済のニュースがわかる! 2018年版 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 33210/N6/25-3

いくらかな?社会がみえるねだんのはなし 2 藤田 千枝／編 大月書店 33780/F1/1-2

やってはいけない勉強法 石井 貴士／著 きずな出版 37500/I17/2

英訳付きニッポンの名前図鑑 和服・伝統芸能 市田 ひろみ／監修 淡交社 38310/T16/

宇宙48の謎
日経ナショナルジオグラ
フィック社

4439/N7/

惑星のきほん 室井 恭子／著 誠文堂新光社 4450/M7/1-2

紙の上の動物園 シャーロット・スレイ／[編]著 グラフィック社 4600/S27/

マンボウのひみつ 澤井 悦郎／著 岩波書店 4877/S3/

歯科衛生士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 4981/W12/3

はじめてのレコーディング 満田 恒春／著
ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス

5473/M15/

脱ネット・スマホ中毒 遠藤 美季／著 誠文堂新光社 5474/E11/

樹脂粘土で作るかわいいスイーツデコのアクセサ
リー

河出書房新社 5940/K21/2-2

羊毛フェルトでつくるほっこり動物とおうちカフェ さくだ ゆうこ／著 日本ヴォーグ社 5949/S30/

何度も作りたくなるお菓子の基本 荻田 尚子／著 講談社 5966/O20/10

樹のミュージアム ルイス・ブラックウェル／著 創元社 6532/B2/

青春18きっぷパーフェクトガイド 2017-2018 谷崎 竜／著 イカロス出版 6862/T40/1-3

乙女の美術史 世界編 堀江 宏樹／[著] KADOKAWA 7020/H26/2

オペラ・ギャラリー50 学研プラス 7661/O14/

バスケットボール超効率ドリル 森 圭司／著 ベースボール・マガジン社 7831/M6/

壁を越えろ 安藤 隆人／著 実業之日本社 7834/A8/2

野球のコンディショニング 有吉 与志恵／著 ベースボール・マガジン社 7837/A26/
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甲子園を目指せ!進学校野球部の勝利への方程式 タイムリー編集部／編 辰巳出版 7837/S73/1-2

話し方ひとつでキミは変わる 福田 健／著 PHP研究所 8094/F1/8

漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山 慶太／著 岩波書店 9102/N4/266

末ながく、お幸せに あさの あつこ／著 小学館 9136/A180/76

マツリカ・マトリョシカ 相沢 沙呼／著 KADOKAWA 9136/A223/6

彩菊あやかし算法帖 [2] 青柳 碧人／著 実業之日本社 9136/A226/6-2

パドルの子 虻川 枕／著 ポプラ社 9136/A308/

キャプテン [2] ちば あきお／原作 学研プラス 9136/C25/1-2

望むのは 古谷田 奈月／著 新潮社 9136/K715/4

100億人のヨリコさん 似鳥 鶏／著 光文社 9136/N410/6

かえたい二人 令丈 ヒロ子／作 PHP研究所 9136/R11/11

今日も君は、約束の旅に出る 瀬那 和章／著 講談社 9136/S562/2

亜澄錬太郎の事件簿 3 齋藤 勝裕／著 シーアンドアール研究所 9136/S591/1-3

日曜日の人々(サンデー・ピープル) 高橋 弘希／著 講談社 9136/T461/5

滑らかな虹 上 十市 社／著 東京創元社 9136/T462/2-1

滑らかな虹 下 十市 社／著 東京創元社 9136/T462/2-2

スーパーカブ トネ・コーケン／著 KADOKAWA 9136/T505/

理科準備室のヴィーナス 戸森 しるこ／著 講談社 9136/T506/

君の知らない方程式 山本 弘／[著] 東京創元社 9136/Y231/7-4

ほしのこ 山下 澄人／著 文藝春秋 9136/Y318/5

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田 桂一／著 宝島社 9137/K14/

ぼくとあいつと瀕死の彼女 ジェス・アンドルーズ／著 ポプラ社 9330/A105/

わたしがいどんだ戦い1939年
キンバリー・ブルベイカー・ブラッ
ドリー／作

評論社 9330/B226/

フェラルズ 3 ジェイコブ・グレイ／著 講談社 9330/G140/1-3

宇宙の生命 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 9330/H153/2-2

ただ、見つめていた ジェイムズ・ハウ／作 徳間書店 9330/H190/

マーシャの日記 マーシャ・ロリニカイテ／著 新日本出版社 9850/R1/

 

読書の秋がやって来た！ 

みんな、読書を楽しもう！！ 
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