
新しく入った本（9月） ◆ Young Generation ｺｰﾅｰ ◆

書名 著者 出版者 請求記号

大人を黙らせるインターネットの歩き方 　 小木曽 健／著 筑摩書房 0073/O32/2

分断された時代を生きる 　 東京大学教養学部／編 白水社 0410/T19/2

知識ゼロからのCGで読む三国志の戦い 　 渡邉 義浩／監修 幻冬舎 2220/C43/

安禄山と楊貴妃 安史の乱始末記 　 藤善 真澄／著 清水書院 2220/F17/

中国史にみる女性群像 　 田村 実造／著 清水書院 2220/T5/3

正義の声は消えない 　 ラッセル・フリードマン／著 汐文社 2340/F13/

話したくなる世界の国旗 　 阿部 泉／監修 清水書院 2889/C1/

「沖縄学」の父 伊波普猷 　 金城 正篤／著 清水書院 2891/I38/6

3DCGでよみがえる「信長公記」 　 小和田 哲男／監修 宝島社 2891/O17/54

マルコ=ポーロ 東西世界を結んだ歴史の証人 　 佐口 透／著 清水書院 2893/M100/2

地球の歩き方aruco 22　シンガポール 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-22C

地球の歩き方aruco 23　バンコク 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-23C

地球の歩き方aruco 32　オランダ 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-32

地球の歩き方aruco 7　香港 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2909/C12/1-7D

「国際関係」の基本がイチからわかる本 　 坂東 太郎／著 日本実業出版社 31900/B7/

日本とアジアをつなぐ 　 鮎京 正訓／著 旬報社 32292/A1/

危機の現場に立つ 　 中満 泉／著 講談社 32933/N1/

お金ってなんだろう? 　 長岡 慎介／著 平凡社 33000/N1/

10代からのマネー図鑑 　 マーカス・ウィークス／著 三省堂 33000/W2/
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「経済」のギモン、ぶっちゃけてもいいですか? 　 高橋 洋一／著 実務教育出版 33040/T22/

もっとやりたい仕事がある! 　 池上 彰／著・監修 小学館 36629/I11/1-3

LGBTのBです 　 きゅうり／著 総合科学出版 36790/K45/

坂本真樹と考えるどうする?人工知能時代の就職活動 　 坂本 真樹／著 エクシア出版 37790/S16/

かっこよくいきるすてきにいきるための5つのお話 　 永原 郁子／著 ごま書房新社 37860/N14/

日本一やさしい「政治の教科書」できました。 　 木村 草太／著 朝日新聞出版 37940/K7/

世界に通じるマナーとコミュニケーション 　 横手 尚子／著 岩波書店 38590/Y8/

科学について知っておくべき100のこと 　 アレックス・フリス／[ほか]文 小学館 4040/F21/

大人もおどろく「夏休み子ども科学電話相談」 　
NHKラジオセンター「夏休み子ども
科学電話相談」制作班／編著

SBクリエイティブ 4040/N43/

図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 　 左巻 健男／編著 明日香出版社 4040/S24/5

科学の最前線を歩く 　 東京大学教養学部／編 白水社 4040/T42/

「食べられる」科学実験セレクション 　 尾嶋 好美／著 SBクリエイティブ 4070/O8/

発光する生物の謎 　 マーク・ジマー／著 西村書店 4315/Z1/

14歳からの天文学 　 福江 純／著 日本評論社 4400/F3/4

宇宙について知っておくべき100のこと 　 アレックス・フリス／文 小学館 4400/F9/

マンモス 　 福田 正己／著 誠文堂新光社 4578/F8/

怖くて眠れなくなる植物学 　 稲垣 栄洋／著 PHPエディターズ・グループ 4704/I5/6

ミドリムシの仲間がつくる地球環境と健康 　 竹中 裕行／著 成山堂書店 4740/T3/2

世界でいちばん素敵な昆虫の教室 　 須田 研司／監修 三才ブックス 4860/S22/
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わたしのクマ研究 　 小池 伸介／著 さ・え・ら書房 4895/K15/2

ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑 　 大橋 順／日本語版監修 創元社 4913/H47/

建築という対話 　 光嶋 裕介／著 筑摩書房 5231/K24/

装飾がすごい世界の建築 　 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 5290/P4/2

ど田舎うまれ、ポケモンGOをつくる 　 野村 達雄／著 小学館集英社プロダクション 5897/N9/

笑顔こぼれるデコ和菓子 　 鳥居 満智栄／著 淡交社 5966/T13/2

POP1年生 　 山口 茂／著 商業界 6745/Y3/

クリエイターのハローワーク 　 ビーコムプラス／著 マール社 7070/B2/

デジタルイラストの「表情」描き方事典 　 NextCreator編集部／編著 SBクリエイティブ 7265/S44/2

平原綾香と開くクラシックの扉 　 平原 綾香／著 東京新聞 7608/H4/

持ち歩き楽譜がやさしく読める本 　 多田 鏡子／著 日本文芸社 7612/T6/2

陸上自衛隊中央音楽隊の吹奏楽入門 　 陸上自衛隊中央音楽隊／協力
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出版部

7646/R1/

ラグビー最強・最速になるヤマハ式肉体改造法 　 大塚 潔／著 マキノ出版 7834/O29/

あきらめない勇気 　 佐藤 勇人／著 東邦出版 7834/S50/

卓球ビギナーズバイブル 　 卓球王国／まとめ 卓球王国 7836/T5/

敗北を力に! 　 元永 知宏／著 岩波書店 7837/M58/2

北島康介トレーニング・クロニクル 　 小泉 圭介／著 ベースボール・マガジン社 7852/K14/2

脱・初心者!もっと楽しむ山登り 　 小林 千穂／著 講談社 7861/K29/3

釣り竿一本からはじめる魚釣り 　 村越 正海／著 成美堂出版 7871/M27/
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現代用語の基礎知識学習版 2018　 現代用語検定協会／監修 自由国民社 8137/G1/2-14

小論文これだけ! 今さら聞けないウルトラ超基礎編　 樋口 裕一／著 東洋経済新報社 8165/H5/

さいとう市立さいとう高校野球部 [3]　おれが先輩? あさの あつこ／著 講談社 9136/A180/55-3

お隣さんは小さな魔法使い 　 有間 カオル／著 KADOKAWA 9136/A281/4

キャプテン [3]　それが青春なんだ ちば あきお／原作 学研プラス 9136/C25/1-3

5分後に思わず涙。 　 桃戸 ハル／編著 学研プラス 9136/G37/1-3

MM 　 市川 拓司／著 小学館 9136/I230/10

夜会 　 井上 雅彦／著 河出書房新社 9136/I298/2

少年Nの長い長い旅 3　 石川 宏千花／[著] 講談社 9136/I308/6-3

ジャパン・トリップ 　 岩城 けい／著 KADOKAWA 9136/I334/2

少女は夜を綴らない 　 逸木 裕／著 KADOKAWA 9136/I351/2

檸檬 　 梶井 基次郎／著 立東舎 9136/K25/8

青空に飛ぶ 　 鴻上 尚史／著 講談社 9136/K575/4

南風(みなみ)吹く 　 森谷 明子／著 光文社 9136/M394/4

俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない 　 水沢 秋生／著 光文社 9136/M484/5

劇場 　 又吉 直樹／著 新潮社 9136/M531/2

むーさんの自転車 　 ねじめ 正一／著 中央公論新社 9136/N128/27

恋する熱気球 　 梨屋 アリエ／著 講談社 9136/N262/13

忍物語 　 西尾 維新／著 講談社 9136/N314/29
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短編少年 　 集英社文庫編集部／編 集英社 9136/N400/3-1

病弱探偵 　 岡崎 琢磨／著 講談社 9136/O303/2

真ん中の子どもたち 　 温 又柔／著 集英社 9136/O322/2

マイナス・ヒーロー 　 落合 由佳／著 講談社 9136/O328/

君が夏を走らせる 　 瀬尾 まいこ／著 新潮社 9136/S407/15

マイ・ディア・ポリスマン 　 小路 幸也／著 祥伝社 9136/S413/49

水晶宮の死神 　 田中 芳樹／著 東京創元社 9136/T178/19-3

時間砲計画 　 豊田 有恒／著 復刊ドットコム 9136/T82/21

吾が身をもって、叶えよと 　 結城 光流／著 KADOKAWA 9136/Y276/2-5

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 　 西原 理恵子／著 KADOKAWA 9146/S313/3

ボトルクリーク絶体絶命 　 ワット・キー／著 あすなろ書房 9330/K120/

ウィッシュガール 　 ニッキー・ロフティン／著 作品社 9330/L129/

恋するぷにちゃん 　 ジュリー・マーフィー／作 小学館 9330/M256/

虚ろな街 上　 ランサム・リグズ／著 潮出版社 9330/R116/1-3

虚ろな街 下　 ランサム・リグズ／著 潮出版社 9330/R116/1-4

僕には世界がふたつある 　 ニール・シャスタマン／著 集英社 9330/S196/2

ぼくのともだち 　 エマニュエル・ボーヴ／著 白水社 9530/B60/

いのちは贈りもの 　 フランシーヌ・クリストフ／著 岩崎書店 9560/C4/

5


