
2月は259点受け入れました
NO. 書名 著者名 出版者 出版年

1
「国境なき医師団」を見に行く
Ｒｅｐｏｒｔ ｏｆ Ｍｅｄｅｃｉｎｓ Ｓａｎｓ
Ｆｒｏｎｔｉｅｒｅｓ

いとうせいこう 著 講談社 2017

2
１１の国のアメリカ史 １ 分断
と相克の４００年

コリン・ウッダード 著 岩波書店 2017

3 １１の国のアメリカ史 ２ 下 コリン・ウッダード 著 岩波書店 2017

4
13歳から知っておきたいＬＧ
ＢＴ＋

アシュリー・マーデル 著 ダイヤモンド社 2017

5 365日のほん 辻山良雄 著 河出書房新社 2017

6
Ｃｏｌｏｒｉｎｇ ＭＡＮＤＡＬＡＳ Ｆｏ
ｒ Ｂａｌａｎｃｅ，Ｈａｒｍｏｎｙ，ａｎｄ
ＳｐｉｒｉｔｕａｌＷｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ

Ｓｕｓａｎｎｅ Ｆ．Ｆｉｎｃｈｅｒ 著 Ｓｈａｍｂｈａｌａ 2004

7
ＮｅｗＳｃｉｅｎｔｉｓｔ 起源図鑑
ビッグバンからへそのゴマま
で、ほとんどあらゆることの
歴史

グレアム・ロートン 著
ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

2017

8 SHOE DOG 靴にすべてを。 フィル・ナイト 著 東洋経済新報社 2017

9
アイデア大全 創造力とブレイ
クスルーを生み出す４２の

読書猿 著 フォレスト出版 2017

10
アクティブ・ラーニングで身に
つく発表・調べ学習２ 調べ学
習で情報を集めよう

中村昌子 監修 河出書房新社 2016

11
アクティブ・ラーニングで身に
つく発表・調べ学習３ 伝わる
発表のコツを知ろう

中村昌子 監修 河出書房新社 2016

12
アクティブ・ラーニングで身に
つく発表・調べ学習４ 教科別
に発表してみよう

中村昌子 監修 河出書房新社 2017

13
あなたのなかのやんちゃな神
さまとつきあう法

金城幸政 著 サンマーク出版 2015

14
インパール作戦従軍記 葦平
「従軍手帖」全文翻刻

火野葦平 著 集英社 2017

15

オリンピック・デザイン・マー
ケティング OLYMPIC
DESIGN MARKETING エンブ
レム問題からオープンデザイ
ンヘ

加島卓 著 河出書房新社 2017

16
クリスマスを探偵と Ｃｈｒｉｓｔｍ
ａｓ ｗｉｔｈ ａ Ｄｅｔｅｃｔｉｖｅ

伊坂幸太郎 文 河出書房新社 2017

17
ケルトを知るための６５章
（エリア・スタディーズ１６２）

木村正俊 編著 明石書店 2018

18
さあ、文学で戦争を止めよう
猫キッチン荒神

笙野頼子 著 講談社 2017

19 タンゴ・イン・ザ・ダーク サクラヒロ 著 筑摩書房 2017

20
つながりを求めて 福島原発
避難者の語りから

辰巳頼子 著 耕文社 2017

21
パナマを知るための７０章 第
２版 （エリア・スタディーズ４

国本伊代 編著 明石書店 2018

22
ハンガリーを知るための６０
章 第２版 ドナウの宝石

羽場久美子 編著 明石書店 2002

23
ヒーローのふたつの世界 （世
界の青春ノベルズ）

マーガレット・マーヒー 著 岩波書店 1997

24
ファミリー・ライフ （新潮クレス
トブックス）

アキール・シャルマ 著 新潮社 2018

25
ブラタモリ １１ 初詣スペシャ
ル 成田山 目黒 浦安 水戸
香川 さぬきうどん こんぴらさ
ん

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

26
ブラタモリ１０ 富士の樹海 富
士山麓 大阪 大坂城 知床

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

“ビジネスと

は金を稼ぐ

ことではな

い”

皆さんも一

足は持って

いる？ナイ

キの創業物

語です。日

本のオニツ

カタイガーも

登場します。

東京オリン

ピック・パラリ

ンピックの公

式マスコット

が投票により

決定しました

ね！

現在、オリン

ピックやパラ

リンピックに

関する本を展

示しています。

『バイバイブ

ラックバー

ド』『重力ピ

エロ』などの

作者による

初めての絵

本です。



27 ブラタモリ１２ 別府・神戸・奄 ＮＨＫ［ブラタモリ」制作班 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

28
ブラタモリ７ 京都 嵐山 伏見
志摩 伊勢 伊勢神 お伊勢参

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

29
ブラタモリ８ 横浜 横須賀 会
津 会津磐梯山 高尾山

ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017

30
ヘンテコノミクス 行動経済学
まんが

佐藤雅彦 原作 マガジンハウス 2017

31
まんがでわかるまんがの歴
史 （単行本コミックス）

大塚英志 作 KADOKAWA 2017

32
もし文豪たちがカップ焼きそ
ばの作り方を書いたら 青の
りMAX

神田桂一 著 宝島社 2017

33 ゆかいなセリア エレーナ・フォルトゥン 著 彩流社 2018

34
ラーメンを科学する Ａｎａｌｙｚｅ
RAMEN" ｂｙ ｓｃｉｅｎｃｅ"

川口友万 著 カンゼン 2018

35
ランニング・サイエンス 「走
る」を科学する

ジョン・ブルーワー 著 河出書房新社 2017

36
リンドグレーンの戦争日記
1939-1945

アストリッド・リンドグレーン 著 岩波書店 2017

37
ルーヴルの猫 １ ＬＥＳ ＣＨＡ
ＴＳ ＤＵ ＬＯＵＶＲＥ

松本大洋 著 小学館 2017

38
ルーヴルの猫 ２ ＬＥＳ ＣＨＡ
ＴＳ ＤＵ ＬＯＵＶＲＥ

松本大洋 著 小学館 2017

39 わたしの名前は「本」 ジョン・アガード 作 フィルムアート社 2017

40
安楽死を遂げるまで Ｔｈｅ Ｒ
ｏａｄ ｔｏ Ｅｕｔｈａｎａｓｉａ

宮下洋一 著 小学館 2017

41
暗渠マニアック！ ＡＮＫＹＯ
ＭＡＮＩＡＣ

吉村生 著 柏書房 2015

42
学校では教えてくれない差別
と排除の話

安田浩一 著 皓星社 2017

43
学校図書館ディスプレイ＆
ブックトーク １ ４・５・６月 １

本田彰 著 国土社 2018

44
観察が楽しくなる美しいイラ
スト自然図鑑 昆虫編

ヴィルジニー・アラジディ 著 創元社 2017

45
観察が楽しくなる美しいイラ
スト自然図鑑 樹木編

ヴィルジニー・アラジディ 著 創元社 2017

46
観察が楽しくなる美しいイラ
スト自然図鑑 動物編

ヴィルジニー・アラジディ 著 創元社 2017

47
観察が楽しくなる美しいイラ
スト自然図鑑 野菜と果実編

ヴィルジニー・アラジディ 著 創元社 2017

48
刑務所の読書クラブ 教授が
囚人たちと10の古典文学を
読んだら

ミキータ・ブロットマン 著 原書房 2017

49
広辞苑はなぜ生まれたか 新
村出の生きた軌跡

新村恭 著 世界思想社 2017

50
広辞苑を３倍楽しむ その２
（岩波科学ライブラリー ２７

岩波書店編集部 編 岩波書店 2018

51
鉱物のお菓子 琥珀糖と洋菓
子と鉱物ドリンクのレシピ

さとうかよこ 著 玄光社 2017

52
最新気象学のキホンがよ～く
わかる本 （図解入門 : How-
nual）

岩槻秀明 著 秀和システム 2017

53
屍人荘の殺人 Ｍｕｒｄｅｒｓ ａｔ ｔ
ｈｅ Ｈｏｕｓｅ ｏｆ ｄｅａｔｈ

今村昌弘 著 東京創元社 2017

54
次の震災について本当のこ
とを話してみよう。

福和伸夫 著 時事通信出版局 2017

55
写真家だけが知っている動
物たちの物語 （NATIONAL
GEOGRAPHIC）

ロザムンド・キッドマン・コックス 著

日経ナショナ
ル ジオグラ
フィック社

2017

春休みの旅

行のお供に

いかがです

か？

YouTubeで安楽

死を実施するこ

とを発表した女

性の安楽死に

至るまでの経緯

など様々な人が

その手段を選ん

だ経緯が掲載さ

れています。

橋田寿賀子さん

の発言に伴い

日本でも盛んに

議論されている

安楽死。あなた

は、どう考えま

すか？

ミステリーなの

に○○○が

いっぱいでてき

ます！



56 書物の宮殿 ロジェ・グルニエ 著 岩波書店 2017

57
新版 核兵器を禁止する 条
約が世界を変える

川﨑哲 著 岩波書店 2018

58
神戸モスク Ｋｏｂｅ Ｍｕｓｌｉｍ
Ｍｏｓｑｕｅ 建築と街と人

宇高雄志 著 東方出版 2018

59
人手不足なのになぜ賃金が
上がらないのか

玄田有史 編 慶應義塾大学出版会 2017

60
人生を切り開く！西郷隆盛の
言葉100

高橋伸幸 著 扶桑社 2017

61
人生を変えるクローゼットの
作り方 あなたが素敵に見え
ないのは、その服のせい

ベティ・ホールブライシュ 著 集英社 2017

62
図解 なんかへんな生きもの
An Illustrated Guide to Odd
Animals

ぬまがさワタリ 絵・文 光文社 2017

63
水木しげる日本の妖怪 世界
の妖怪 （別冊太陽 太陽の地
図帖 ０３４）

水木しげる 著 平凡社 2018

64
数をかぞえるクマ サーフィン
するヤギ 動物の知性と感情
をめぐる驚くべき物語

ベリンダ・レシオ 著 ＮＨＫ出版 2017

65
世界のしおり・ブックマーク意
外史 （アマチュア歴史学）

猪又義孝 著 デコ 2017

66
世界の戦い歴史百科 ビジュ
アル版 : 歴史を変えた１００１
の戦い

R・G・グラント 編 柊風舎 2013

67
世界の地下鉄駅 Ｓｕｂｗａｙ Ｓ
ｔａｔｉｏｎｓ Ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ

アフロ 写真 青幻舎 2017

68
世界を変えた6つの「気晴ら
し」の物語 新・人類進化史

スティーブン・ジョンソン 著 朝日新聞出版 2017

69
世界を変える美しい本 イン
ド・タラブックスの挑戦

ブルーシープ 2017

70
世界一幸せな子どもに親が
していること

リナ・マエ・アコスタ 著 日経ＢＰ社 2018

71
世界歴代王朝・王名ハンド
ブック

ジョン・E・モービー 著 柊風舎 2014

72 清張鉄道1万3500キロ 赤塚隆二 著 文藝春秋 2017

73
西郷隆盛はなぜ犬を連れて
いるのか 西郷どん愛犬史

仁科邦男 著 草思社 2017

74
誓います 結婚できない僕と
彼氏が学んだ結婚の意味

ダン・サヴェージ 著 みすず書房 2017

75 千年後の百人一首 清川あさみ 著 リトルモア 2017
76 大家さんと僕 矢部太郎 著 新潮社 2017

77

誰も教えてくれないデザイン
の基本 どんな仕事にも役立
つ一生モノのデザイン力が身
に付く本

細山田デザイン事務所 著 エクスナレッジ 2018

78
男も女もみんなフェミニストで
なきゃ

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ 著 河出書房新社 2017

79
知りたいレイアウトデザイン
（知りたいデザインシリーズ）

ＡＲＥＮＳＫＩ 著 技術評論社 2017

80
調べるチカラ 「情報洪水」を
泳ぎ切る技術

野崎篤志 著 日本経済新聞出版社 2018

81 働く、働かない、働けば 巳年キリン 著 三一書房 2017

82

二つの「この世界の片隅に」
Ｉｎ Ｔｈｉｓ Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｗｏｒ
ｌｄ  マンガ、アニメーションの
声と動作

細馬宏通 著 青土社 2017

こんな大家さ

んの二階に住

みたい！誰し

もがそう思う

心がポカポカ

する漫画です。

働くことはいい

ことだと思うの

だけれど…

様々な立場で

働く人のことが、

漫画でやさしく

わかります。

伝説のパーソ

ナル・ショッ

パーが語る

「人生」と

「ファッション」

とは？90歳に

して現役！



83
日本の童謡・唱歌をいつくし
む 歌詞に宿る日本人の心

高橋こうじ 著 東邦出版 2017

84
脳のメカニズムを知れば学
習効果が上がる （ガリバー
BOOKS）

迫田勝明 著 ガリバープロダクツ 2017

85 文様えほん 谷山彩子 著 あすなろ書房 2017

86
平成の家族と食 （犀の教室
Liberal Arts Lab）

品田知美 編 晶文社 2015

87 偏愛読書トライアングル 瀧井朝世 著 新潮社 2017

88
報道しない自由 なぜ、メディ
アは平気で嘘をつくのか

西村幸祐 著 イースト・プレス 2017

89
問題解決大全 ビジネスや人
生のハードルを乗り越える37
のツール

読書猿 著 フォレスト出版 2017

90

幼なじみ萌え ラブコメ恋愛文
化史

玉井建也 著

京都造形芸術
大学 東北芸
術工科大学出
版局

2017

91
アメリカ暴力の世紀 第二次
大戦以降の戦争とテロ

ジョン・W.ダワー 著 岩波書店 2017

92
ごまかさない仏教 仏・法・僧
から問い直す

佐々木閑 著 新潮社 2017

93
ジェンダー研究を継承する
Inheriting Gender Studies

佐藤文香 編 人文書院 2017

94
ダダイズム 世界をつなぐ芸
術運動

塚原史 著 岩波書店 2018

95 ブランド戦略論 田中洋 著 有斐閣 2017

96
漢京識略 近世末ソウルの街
案内

柳本芸 著 平凡社 2018

97
偽装の被爆国 核を捨てられ
ない日本

太田昌克 著 岩波書店 2017

98
近代日本の偽史言説 歴史
語りのインテレクチュアル・ヒ
ストリー

小澤実 編 勉誠出版 2017

99
古代中国の社 土地神信仰
成立史

Ｅ・シャヴァンヌ 著 平凡社 2018

100
写本の文化誌 ヨーロッパ中
世の文学とメディア

クラウディア・ブリン
カー・フォン・デア・ハ
イデ 著

白水社 2017

101
身体知性 医師が見つけた身
体と感情の深いつながり

佐藤友亮 著 朝日新聞出版 2017

102 人類の進化が病を生んだ ジェレミー・テイラー 著 河出書房新社 2018

103
図書館空間のデザイン デジ
タル化社会の知の蓄積

益子一彦 著 丸善出版 2011

104 図書館空間のデザイン 続 益子一彦 著 丸善出版 2018

105
朝日新聞縮刷版 ２０１８年１
月 ＮＯ．１１５９

朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2018

106

動物の声、他者の声 Ｔｈｅ Ｖ
ｏｉｃｅ ｏｆ ｔｈｅ Ａｎｉｍａｌ， ｔｈｅ Ｖ
ｏｉｃｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｏｔｈｅｒ ｔｈｅ Ｅｔｈｉ
ｃｓ ｏｆ Ｐｏｓｔｗａｒ Ｊａｐａｎｅｓｅ
Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ   日本戦後文学
の倫理

村上克尚 著 新曜社 2017

107
日本人とリズム感 「拍」をめ
ぐる日本文化論

樋口桂子 著 青土社 2017

108
貧しい出版者 政治と文学と
紙の屑

荒木優太 著 フィルムアート社 2017

109
未完の西郷隆盛 日本人はな
ぜ論じ続けるのか

先崎彰容 著 新潮社 2017

110 あきない世傳 金と銀 ５ 転流 髙田郁 著 角川春樹事務所 2018

北朝鮮は「Jア

ラート」発令前

に発射を予告

していた？

なぜ病気に苦し

められるの？

アレルギー、癌、

心臓病…

「進化医学」の

最前線。

大河ドラマ

主人公「西

郷隆盛」に

関する本は、

映像化コー

ナーに展示

しています。



111 アンネの童話 （文春文庫） アンネ・フランク 著 文藝春秋 2017

112
ウィンター・ホリデー （文春文
庫）

坂木司 著 文藝春秋 2014

113
エヴァの震える朝 １５歳の少
女が生き抜いたアウシュ

エヴァ・シュロス 著 朝日新聞出版 2018

114
エール！１ （実業之日本社
文庫）

大崎 梢 著 実業之日本社 2012

115
エール！２ （実業之日本社
文庫）

坂木 司 著 実業之日本社 2013

116
エール！３ （実業之日本社
文庫）

原田 マハ 著 実業之日本社 2013

117 エピローグ （ハヤカワ文庫） 円城塔 著 早川書房 2018

118
ききがたり ときをためる暮ら
し （文春文庫）

つばた英子 著 文藝春秋 2018

119 キャロリング （幻冬舎文庫） 有川浩 著 幻冬舎 2017

120
コクリコ坂から ジブリの教科
書１７

スタジオジブリ 編 文藝春秋 2018

121
その情報、本当ですか？
ネット時代のニュースの読み

塚田祐之 著 岩波書店 2018

122
タカラヅカが好きすぎて。 （幻
冬舎文庫）

細川貂々 著 幻冬舎 2018

123
チャップリン自伝 栄光と波瀾
の日々

チャールズ･チャップリン 著 新潮社 2018

124
ナイルパーチの女子会 （文
春文庫）

柚木麻子 著 文藝春秋 2018

125 プロローグ （文春文庫） 円城塔 著 文藝春秋 2018
126 ポスドク！ （新潮文庫） 高殿円 著 新潮社 2018
127 ホリデー・イン （文春文庫） 坂木司 著 文藝春秋 2017

128
まっすぐ前そして遠くにあるも
の （幻冬舎文庫）

銀色夏生 著 幻冬舎 2018

129
ミレニアム ４ 下 蜘蛛の巣を
払う女 （ハヤカワ・ミステリ文

ダヴィッド・ラーゲルクランツ 著 早川書房 2017

130
ミレニアム４ 上 蜘蛛の巣を
払う女

ダヴィド・ラーゲルクランツ 著 早川書房 2017

131 ゆらやみ （新潮文庫） あさのあつこ 著 新潮社 2018

132
ロボットが家にやってきた
ら・・・ 人間とＡＩの未来

遠藤薫 著 岩波書店 2018

133 ロンドン・デイズ （小学館文 鴻上尚史 著 小学館 2018

134
ワニの町へ来たスパイ （創
元推理文庫）

ジャナ・デリオン 著 東京創元社 2017

135 愛に乱暴 １ （新潮文庫） 吉田修一 著 新潮社 2018
136 愛に乱暴 ２ （新潮文庫） 吉田修一 著 新潮社 2018

137
映画 坂道のアポロン （小学
館文庫）

豊田美加 著 小学館 2018

138 英傑 西郷隆盛アンソロジー 池波正太郎 著 新潮社 2018

139
何が困るかって （創元推理
文庫）

坂木司 著 東京創元社 2017

140 河のほとりで （文春文庫） 葉室麟 著 文藝春秋 2018
141 学校の青空 （河出文庫） 角田光代 著 河出書房新社 2018
142 偽りのレベッカ （講談社文 アンナ・スヌクストラ 著 講談社 2017
143 犬心 （文春文庫） 伊藤比呂美 著 文藝春秋 2016
144 黒い睡蓮 （集英社文庫） ミシェル・ビュッシ 著 集英社 2017

145
四月一日亭の思い出ごはん
銀座浪漫通り

加藤元 著 ポプラ社 2018

146
辞書になった男 ケンボー先
生と山田先生

佐々木健一 著 文藝春秋 2016

147 樹海 （文春文庫） 鈴木光司 著 文藝春秋 2018

148
書店不屈宣言 わたしたちは
へこたれない

田口久美子 著 筑摩書房 2017

DVDも貸出可

能です。

学校近くの竹

中大工道具

館では、「アニ

メーションに

みる日本建

築ージブリの

立体建造物

展よりー」が

開催中。

1966年の長

崎県佐世保

市を舞台に、

家族や友人、

恋に悩みなが

らも音楽を奏

でた高校生の

物語。映画化

作品です。

「四月一日」

と書いてな

んと読むか

わかります

か？



149
昭和式もめない会話帖 （中
公文庫）

大平一枝 著 中央公論新社 2018

150
神さまとの直通電話 （王様文
庫）

キャメレオン竹田 著 三笠書房 2018

151
人間アレルギー なぜ「あの
人」を嫌いになるのか

岡田尊司 著 新潮社 2018

152
世界で一番美しい病気 （ハ
ルキ文庫）

中島らも 著 角川春樹事務所 2018

153
西郷内閣 明治新政府を築い
た男たちの七〇〇日

早瀬利之 著 双葉社 2017

154
西郷隆盛はどう語られてきた
か （新潮文庫）

原口泉 著 新潮社 2018

155
青い月の石 （岩波少年文庫
２４４）

トンケ・ドラフト 作 岩波書店 2018

156 先生と僕 （双葉文庫） 坂木司 著 双葉社 2011

157
戦国大名の危機管理 （角川
ソフィア文庫）

黒田基樹 著 KADOKAWA 2017

158
大きな音が聞こえるか （角川
文庫）

坂木司 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015

159 奴隷小説 （文春文庫） 桐野夏生 著 文藝春秋 2017

160
内田樹による内田樹 （文春
文庫）

内田樹 著 文藝春秋 2017

161 肉小説集 （角川文庫） 坂木司 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
162 日本人の質問 （朝日文庫） ドナルド・キーン 著 朝日新聞出版 2018
163 犯罪者 下 （角川文庫） 太田愛 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
164 犯罪者 上 （角川文庫） 太田愛 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017
165 文学の淵を渡る （新潮文庫） 大江健三郎 著 新潮社 2018

166
文豪文士が愛した映画たち
昭和の作家映論画コレクショ

根本隆一郎 編 筑摩書房 2018

167 芳一 （講談社文庫） 堀川アサコ 著 講談社 2017
168 僕と先生 （双葉文庫） 坂木司 著 双葉社 2017

169
娘たちの空返事 他一篇 （岩
波文庫３２－７３２－１）

モラティン 作 岩波書店 2018

170
明日は、いずこの空の下 （講
談社文庫）

上橋菜穂子 著 講談社 2017

171 夜の光 （新潮文庫） 坂木司 著 新潮社 2011
172 羊と鋼の森 （文春文庫） 宮下奈都 著 文藝春秋 2018
173 卵を買いに （幻冬舎文庫） 小川糸 著 幻冬舎 2018
174 伶也と （文春文庫） 椰月 美智子 著 文藝春秋 2017
175 國語元年 新版 （新潮文庫） 井上ひさし 著 新潮社 2018
176 2ひきのねこ 宇野亞喜良 作 ブロンズ新社 2017
177 えがないえほん B・J・ノヴァク さく 早川書房 2017
178 クリスマスのまえのばん クレメント・クラーク・ムア 詩 偕成社 2000

179
手おけのふくろう （日本傑作
絵本シリーズ）

ひらののぶあき ぶん 福音館書店 2017

180 雪降る森 Ｓｎｏｗｙ ｗｏｒｌｄ 大野友資 著 青幻舎 2017
181 白雪姫 ＳＮＯＷ ＷＨＩＴＥ 大野友資 著 青幻舎 2015
182 富士山 Mount Fuji 大野友資 著 青幻舎 2015

183
「わかってもらいたい」という
病 （廣済堂新書）

香山リカ 著 廣済堂出版 2018

184
「対人不安」って何だろう 友
達づきあいに疲れる心理

榎本博明 著 筑摩書房 2018

185
ＱＯＬって何だろう 医療とケ
アの生命倫理

小林亜津子 著 筑摩書房 2018

186
シャーデンフロイデ 他人を引
きずり下ろす快感

中野信子 著 幻冬舎 2018

187 たべたいの （新潮新書） 壇蜜 著 新潮社 2017

188
ナポレオン 最後の専制君
主、最初の近代政治家

杉本淑彦 著 岩波書店 2018

思わず誰か

にプレゼント

したくなるよう

な美しい絵本

です。

先生はなんと

中学生？！

文庫版が入

りました。映

画化作品。



189
ベルルスコーニの時代 崩れ
ゆくイタリア政治

村上信一郎 著 岩波書店 2018

190
官僚たちのアベノミクス 異形
の経済政策はいかに作られ

軽部謙介 著 岩波書店 2018

191
経済数学入門の入門 （岩波
新書１７０７）

田中久稔 著 岩波書店 2018

192
健康格差 あなたの寿命は社
会が決める

ＮＨＫスペシャル取材班 著 講談社 2017

193
公文書問題 日本の「闇」の
核心 （集英社新書）

瀬畑源 著 集英社 2018

194
児童虐待から考える 社会は
家族に何を強いてきたか

杉山春 著 朝日新聞出版 2017

195
辞書に載る言葉はどこから
探してくるのか? ワードハン
ティングの現場から

飯間浩明 著
ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

2013

196 秋田犬 （文春新書） 宮沢輝夫 著 文藝春秋 2017

197
大量生産品のデザイン論 経
済と文化を分けない思考

佐藤卓 著 PHP研究所 2018

198
地元経済を創りなおす 分析・
診断・対策

枝廣淳子 著 岩波書店 2018

199
池上彰の世界から見る平成
史 （角川新書）

池上彰 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018

200
津波災害 増補版 減災社会
を築く

河田惠昭 著 岩波書店 2018

201 美術の力 表現の原点を辿る 宮下規久朗 著 光文社 2018
202 文豪の女遍歴 （幻冬舎新 小谷野敦 著 幻冬舎 2017

203
目に見えない世界を歩く 「全
盲」のフィールドワーク

広瀬浩二郎 著 平凡社 2017

204
スティーヴ・マッカリーの読む
時間

スティーヴ・マッカリー 著 創元社 2017

205
「時」から読み解く世界児童
文学事典

水間千恵 編著 原書房 2017

206
英検準２級ライティング大特
訓 ＷＲＩＴＩＮＧ ＳＵＰＥＲ ＴＲＡ
ＩＮＩＮＧ ＥＩＫＥＮ ＧＲＡＤＥ ＰＲ
Ｅ－２

植田一三 著 アスク出版 2017

207
Ｄｒｅａｍｓ Ｃｏｍｅ ｔｒｕｅ 二〇
一八年松蔭高等学校 ＳＨＯＩ
Ｎ ７０ｔｈ

松蔭高等学校
第７０回生 2018

208
雨月物語 （岩波文庫３０－２
２０－３）

上田秋成 作 岩波書店 2018

209
桜の実の熟する時 （岩波文
庫３１－０２３－７）

島崎藤村 作 岩波書店 2018

210
子規居士の周囲 （岩波文庫
３１－１０６－６）

柴田宵曲 著 岩波書店 2018

211 ＡＥＲＡ’１８．０２．１２ 31 朝日新聞出版 2018

212
ＡＥＲＡ’１８．０２．１９ 増大号
31

朝日新聞出版 2018

213 ＡＥＲＡ’１８．０２．２６ 31 朝日新聞出版 2018
214 ＡＥＲＡ’１８．０３．０５ 31 朝日新聞出版 2018
215 ＢＥ－ＰＡＬ’１８．０３ 38 小学館 2018
216 Casa BRUTUS’１８．０３ 19 マガジンハウス 2018

217
CNN ENGLISH EXPRESS’１
８．０３ 32

朝日出版社 2018

218
ELLE’１８．０３ 33 Hearst

Communicatio
ns Inc.

2018

219
ＭｄＮ’１８．０３ ダークヒー
ローの系譜、その最新形

ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2018

220 ＭＯＥ’１８．０３ 40 白泉社 2018

ロシアのフィ

ギュアス

ケーターザ

ギトワ選手

が、飼いた

いとリクエス

トしていまし

たね。

70回生の皆さ

ん、卒業おめ

でとうござい

ます。卒業後

も中高図書館

は利用できま

すので、いつ

でも顔を見せ

てください

ね！

羽生選手が

表紙のAERA

は増刷され

たんだと

か！



221
National Geographic  日本
版’１８．０３ 24

日経ナショナ
ル ジオグラ
フィック社

2018

222
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１８．０
２．１３ 33

ＣＣＣメディアハウス 2018

223
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１８．０
２．２０ 33

ＣＣＣメディアハウス 2018

224
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１８．０
２．２７ 33

ＣＣＣメディアハウス 2018

225
Ｎｅｗｓｗｅｅｋ 日本版’１８．０
３．０６ 33

ＣＣＣメディアハウス 2018

226 Ｎｅｗｔｏｎ’１８．０４ 38 ニュートンプレス 2018
227 PICT-UP’１８．０４ 111 ピクトアップ 2018
228 SCREEN’１８．０４ 73 近代映画社 2018

229
Sports Graphic NUMBER’１
８．０２．１５ 39

文藝春秋 2018

230
Sports Graphic NUMBER’１
８．０３．０１ 39

文藝春秋 2018

231 Ｓｗｉｔｃｈ’１８．０３ 36 スイッチ・パブリッシング 2018
232 TIME’１８．０２．１２ 191 TIME社 2018
233 TIME’１８．０２．１９ 191 TIME社 2018

234
TIME’１８．０２．２６ ＤＯＵＢＬ
Ｅ ＩＳＳＵＥ 191

TIME社 2018

235
TIME’１８．０３．０５ ＳＰＥＣＩ
ＡＬ ＲＥＰＯＲＴ 191

TIME社 2018

236 ＶＯＧＵＥ’１８．０２ 18 2018

237
キネマ旬報’１８．０２ 下旬号
２０１７年 第９１回 キネマ旬
報ベスト・テン＆個人賞発表

キネマ旬報社 2018

238

キネマ旬報’１８．０３ 上旬号
アメリカン・ヒーローの行き先
「１５時１７分、パリ行き」クリ
ント・イーストウッド インタ
ビュー

キネマ旬報社 2018

239
ジュニアエラ junior AERA `1
８.０３ お金持ちになるには？

2018

240 ダ・ヴィンチ’１８．０３ 25 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018

241
たくさんのふしぎ’１８．０３ カ
ブトムシの音がきこえる 土の
中の１１か月

小島渉 文 福音館書店 2018

242 ユリイカ’１８．０３ 50 青土社 2018
243 ユリイカ’１８．０３臨時増刊 青土社 2018

244
医療と安全管理  総集版’１
８．０３ 30

ニホン・ミック 2018

245 栄養と料理’１８．０３ 84 女子栄養大学出版部 2018
246 科学と環境版’１８．０３ 30 ニホン・ミック 2018
247 教育版’１８．０３ 30 ニホン・ミック 2018
248 芸術新潮’１８．０３ 69 新潮社 2018

249
月刊Ｐｉａｎｏ’１８．０３ 何度で
も観たくなる、聴きたくなる。
音楽が気になる春休み映画

ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2018

250 健康りてらしぃ’１８．０３ 30 ニホン・ミック 2018
251 食と生活版’１８．０３ 30 ニホン・ミック 2018

252
信徒の友’１８．０３ 災害に備
える

日本キリスト教団出版局 2018

253 大学への数学’１８．０３ 61 東京出版 2018

254

日経パソコン’１８．０２．１２
最新仕様と定番ワザで通信
環境を改善 Ｗｉ－Ｆｉをとこと
ん速くする

日経BP社 2018

日本人が知ら

ない仮想通貨

の闇

・よりよく生きる

には？

・オリンピック

『心が叫びた

がってるん

だ』『あの日

見た花の名

前を僕達はま

だ知らない』

・食品ロス

私から始め

る「もったい

ない」



255
日経パソコン’１８．０２．２６
Ｗｅｂサービスを上手に使い
こなす アカウントの連携のツ
ボ

日経BP社 2018

256 美術手帖’１８．０３ 70 美術出版社 2018

257
福祉ニュース  高齢福祉編’
１８．０３ 30

ニホン・ミック 2018

258
福祉ニュース  障害福祉編’
１８．０３ 30

ニホン・ミック 2018

259 文藝春秋’１８．０３ 特別号 文藝春秋 2018

芥川賞発表


