
書名 著者名 出版者 所蔵館

ロボットは東大に入れるか 新井紀子 新曜社 007 ｱ 中央

退屈をぶっとばせ! Joshua Glenn オライリー・ジャパン 033 ｸﾞ 中央

人間の条件 立岩真也 新曜社 159 ﾀ 中央

日本という国 小熊英二 新曜社 210 ｵ 中央

世界の国旗と国章大図鑑 苅安望 平凡社 288.9 ｶﾘ 中央

はじめての沖縄 岸政彦 新曜社 302 ｷ 中央

台湾の若者を知りたい 水野俊平 岩波書店 S 302.2 ﾐｽﾞ 中央

よくわかる大使館 河東哲夫 PHP研究所 Y2 329 ﾖ 緑が丘

ギャングを抜けて。 工藤律子 合同出版 367 ｸ 中央

北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン 岩崎書店 367 ﾌﾞ 中央

性の多様性ってなんだろう? 渡辺大輔 平凡社 367 ﾜ 中央

もしときサバイバル術Jr. 片山誠 太郎次郎社エディタス 369 ｶ 中央

おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬孝生 新曜社 369 ﾑ 中央

工学部 漆原次郎 ぺりかん社 376.8 ｳﾙ 中央

大学受験案内　２０１９年度用 晶文社学校案内編集部 晶文社 Y1 376.8 ﾀﾞｲ 勝田台

動物進化ミステリーファイル 大渕希郷 実業之日本社 481 ｵ 中央

世界の海へ、シャチを追え! 水口博也 岩波書店 S 489.6 ﾐﾅ 中央

獣医師になるには 井上こみち ぺりかん社 Y1 649.0 ｲﾉ 緑が丘

君たちは夢をどうかなえるか 松本零士 PHP研究所 726 ﾏ 中央

男女の顔の描き分け YANAMi ホビージャパン Y3 726.1 ﾔﾅ 緑が丘

いつかすべてが君の力になる 梶裕貴 河出書房新社 778 ｶ 中央

99%の人が速くなる走り方 平岩時雄 筑摩書房 S 782.3 ﾋﾗ 中央

ぼくは泣かない 岩崎夏海 廣済堂出版 Y4 783.7 ﾎﾞｸ 緑が丘

神さまがくれた漢字たち 山本史也 新曜社 821 ﾔ 中央

英会話ウケる例文練習帳 デイビッド・セイン アスコム Y2 837.8 ｾｲ 緑が丘

行き抜いて、息抜いて、生き抜いて。 しみずたいき 大和書房 Y1 911.5 ｼﾐ 八千代台

地図を広げて 岩瀬成子 偕成社 913 ｲ 中央

ドエクル探検隊 草山万兎 福音館書店 913 ｸ 中央

リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつあやこ 講談社 913 ｺ 中央

シンデレラのねずみ 斉藤洋 偕成社 913 ｻ 中央

ドリーム・プロジェクト 濱野京子 PHP研究所 913 ﾊ 中央

疾風の女子マネ! まはら三桃 小学館 Y4 913 ﾏ 緑が丘

スマイル・ムーンの夜に 宮下恵茉 ポプラ社 913 ﾐ 中央

幻想古書店で珈琲を　６ 蒼月海里 角川春樹事務所 B 913.6 ｱｵ 中央

ソードアート・オンラインプログレッシブ　６ 川原礫 KADOKAWA Y4 913.6 ｶﾜ 緑が丘
ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・
オンライン　３ 時雨沢恵一 KADOKAWA Y4 913.6 ｼｸﾞ 緑が丘
ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・
オンライン　４ 時雨沢恵一 KADOKAWA Y4 913.6 ｼｸﾞ 緑が丘

平成３０年７月　
★平成３０年６月１日～６月末日までに受入した資料です。
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書名 著者名 出版者 所蔵館請求記号

下鴨アンティーク　８ 白川紺子 集英社 B 913.6 ｼﾗ 中央

黒猫王子の喫茶店　２ 高橋由太 KADOKAWA B 913.6 ﾀｶ 中央

英国幻視の少年たち　６ 深沢仁 ポプラ社 B 913.6 ﾌｶ 中央

わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　７ 望月麻衣 KADOKAWA B 913.6 ﾓﾁ 中央

わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　８ 望月麻衣 KADOKAWA B 913.6 ﾓﾁ 中央

ペンギンは空を見上げる 八重野統摩 東京創元社 Y4 913.6 ﾔｴ 緑が丘

美女と野獣
ガブリエル=シュザンヌ・ド・
ヴィルヌーヴ 白水社 Y4 953 ｳﾞｲ 八千代台

虹色のコーラス リュイス・プラッツ 西村書店 Y4 963 ﾌﾟﾗ 八千代台


