
新しく入った本（7月） ◆ Young Generation ｺｰﾅｰ ◆

書名 著者 出版者 請求記号

質問する、問い返す 名古谷 隆彦／著 岩波書店 0020/N10/

金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原 瑞人／監修 すばる舎 0195/K15/

２１世紀の論語 佐久協／著 晶文社 1238/S11/5

九十九怪談 木原 浩勝／著 KADOKAWA 1470/K16/2-10

2020年人工知能時代 僕たちの幸せな働き方 藤野 貴教／著 かんき出版 1590/F26/

あきらめない練習 植松 努／著 大和書房 1590/U21/4

日本史&世界史ビジュアル歴史年表 カルチャーランド／著 メイツ出版 2090/K22/

こんなに変わった!日本史教科書 山本 博文／監修 宝島社 21004/Y27/

14歳からのパレスチナ問題 奈良本 英佑／著 合同出版 2285/N5/2

もしもあなたがプリンセスになったら 今田 美奈子／著 ベストセラーズ 2884/I17/

平泉の世紀 藤原清衡 高橋 富雄／著 清水書院 2891/F82/2

草原の覇者成吉思汗 勝藤 猛／著 清水書院 2892/C4/7

アレクサンドロス大王 大牟田 章／著 清水書院 2893/A37/

ヒトラーと第二次世界大戦 三宅 正樹／著 清水書院 2893/H1/27

地球の歩き方aruco 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-31

スマイル! 小口 良平／著 河出書房新社 2909/O26/

神話ゆかりの地をめぐる古事記・日本書紀探訪ガイド 記紀探訪倶楽部／著 メイツ出版 2910/K141/

<図説>歴代アメリカ大統領百科 DK社／編 原書房 31253/D4/

イランカラプテ アイヌ民族を知っていますか? 秋辺 日出男／著 明石書店 31681/A9/

ドイツから学ぶ「官僚支配」から「官僚奉仕」 関口 博之／著 地湧社 31793/S3/

経済ってこうなってるんだ教室 海老原 嗣生／著 プレジデント社 33000/E2/

お金の悪魔 H.M.エンツェンスベルガー／著 晶文社 33100/E7/

中高の教科書でわかる経済学 菅原 晃／著 河出書房新社 33100/S45/4

日銀を知れば経済がわかる 池上 彰／著 平凡社 33841/I2/1-2

コミュニケーションナビ話す・聞く 谷口忠大／監修 鈴木出版 36145/K62/1-1

コミュニケーションナビ話す・聞く 鈴木出版 36145/K62/1-2

コミュニケーションナビ話す・聞く 鈴木出版 36145/K62/1-3

税理士の仕事図鑑 木村 聡子／編 中央経済社 36629/S50/

公認会計士の仕事図鑑 高橋 知寿／編 中央経済社 36629/S50/2

金融業界の仕事図鑑 加藤 孝治／編著 中央経済社 36629/S50/3

臨床心理士の仕事図鑑 植田 健太／編 中央経済社 36629/S50/4

よくわかる薬物依存 阿部 和穂／著 PHP研究所 36880/A2/

中学生になったら 宮下 聡／著 岩波書店 37630/M5/2

僕たちとアカペラ先生の365日受験戦争 FCEエデュケーション／著 クロスメディア・マーケティング 37680/F10/
図説日本の妖怪百科 宮本 幸枝／著 学研プラス 38810/M24/

身近な疑問がスッキリわかる理系の知識 瀧澤 美奈子／監修 青春出版社 4040/T41/

古代エジプトの数学問題集を解いてみる 三浦伸夫／著 ＮＨＫ出版 4102/M10/2
星のきほん 駒井 仁南子／著 誠文堂新光社 4430/K7/2

かなことめぐる自然散歩 群馬県立自然史博物館／編著 メイツ出版 4607/G1/

ゼロからはじめる生命のトリセツ 長沼 毅／[著] KADOKAWA 4610/N7/1-2

雑草キャラクター図鑑 稲垣 栄洋／著 誠文堂新光社 4700/I4/6

はつみみ植物園 西畠 清順／文 東京書籍 4704/N6/2

そらみみ植物園 西畠清順／文 東京書籍 4704/N6/3

世界の怪人・UMA図鑑 山口 敏太郎／著 大和書房 4800/Y1/

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／著 築地書館 4817/K23/14

面白くて眠れなくなる解剖学 坂井 建雄／著 PHPエディターズ・グループ 4911/S5/9

看護師として生きる ウィリアム・B.パトリック／編 西村書店 4981/P3/

ウラも見てね。
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臨床工学技士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 4981/W12/

毎日使える!野菜の教科書 川端 理香／監修 宝島社 4985/K169/2

親子で学ぶはじめてのプログラミング 掌田 津耶乃／著 マイナビ出版 5482/S239/2

365日のスプーン おーなり 由子／著 大和書房 5904/O13/

イチバン親切なハンドメイドアクセサリーの教科書 新星出版社編集部／編 新星出版社 5940/S29/2

とにかくかんたんゆる～っとはじめる10分自炊 島本 美由紀／[著] 東京書店 5960/S96/3

基本のイタリアン 主婦の友社／編 主婦の友社 5962/S34/5

しあわせを引き寄せる洋菓子の事典 今田 美奈子／著 日本文芸社 5966/I3/6

世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった。 本庄 萌／著 ダイヤモンド社 6459/H8/

海洋高校生たちのまちおこし 渡邊 憲一／著 成山堂書店 6607/W1/

マルカン大食堂の奇跡 北山 公路／著 双葉社 6739/K99/

14歳からのマーケティング 中野 明／著 総合法令出版 6750/N39/2

ARTIST to artist エリック・カール絵本美術館／ほか著 東京美術 7265/E7/

絵本むかし話ですよ 五味 太郎／著 方丈社 7265/G5/3

〇〇系男子の描き方 河出書房新社編集部／編著 河出書房新社 7265/K65/

あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ／著 ポプラ社 7265/Y25/

リズム感が良くなる「体内メトロノーム」トレーニング 長野 祐亮／著 リットーミュージック 7613/N1/

技術と表現を磨く!魅せる新体操上達のポイント50 石崎 朔子／監修 メイツ出版 7814/I5/

トラック走を極める!陸上競技中長距離 松井 一樹／監修 メイツ出版 7823/M25/

サッカースターになる! 学研プラス 7834/G15/

動画でプロに学ぶ!ソフトテニス勝つシングルス50のコツ 中村 謙／監修 メイツ出版 7835/N17/3

ジュニアのためのボルダリング実践テク上達バイブル 小山田 大／監修 メイツ出版 7861/K39/

柔道 基礎から心技体を鍛える稽古 石田 輝也／著 ベースボール・マガジン社 7892/I7/

おもしろいほどよくわかる羽生善治の将棋入門 羽生 善治／監修 主婦の友社 7960/H4/13-3

夏目漱石解体全書 香日 ゆら／著 河出書房新社 9102/N4/263

サラリーマン川柳なっとく傑作選30回記念版 やく みつる／選 NHK出版 9114/Y19/

君を読む 蒼井 ブルー／著 河出書房新社 9115/A63/

自分の花を咲かせよう 坂村真民／詩 すずき出版 9115/S115/10

蒼きイグアナ 佐波 ルイ／著 地湧社 9115/S177/

ハッチとマーロウ 青山 七恵／著 小学館 9136/A210/7

7番街の殺人 赤川 次郎／著 新潮社 9136/A33/185

いつの日か伝説になる 藤本 ひとみ／著 講談社 9136/F71/36

平家物語 犬王の巻 古川 日出男／著 河出書房新社 9136/F86/16

自閉症のうた 東田 直樹／著 KADOKAWA 9136/H384/

星の子 今村 夏子／著 朝日新聞出版 9136/I292/3

本好きの下剋上 香月 美夜／著 TOブックス 9136/K748/3-4

掟上今日子の裏表紙 西尾 維新／著 講談社 9136/N314/18-9

黙視論 一 肇／著 KADOKAWA 9136/N430/

風とにわか雨と花 小路 幸也／著 キノブックス 9136/S413/47

風と琴 高草洋子／画・文 地湧社 9136/T503/

ネロの木靴 臼田夜半／著 地湧社 9136/U106/

ピンポン パク ミンギュ／著 白水社 9291/P2/2

ウォーリアーズ エリン・ハンター／作 小峰書店 9330/H162/4-3

図書館は逃走中 デイヴィッド・ホワイトハウス／著 早川書房 9330/W167/

ウラも見てね。


