
０ 海に生きるいのち ナショナルジオグラフィック Ｍｉｚｕｋｉの３１ＣＡＦＥレシピ Ｍｉｚｕｋｉ 花咲家の休日 村山　早紀

ビブリオバトルハンドブック ビブリオバトル普及委員会 くらべてわかる淡水魚 斉藤　憲治 本当に食べたい！ガッツリ男子ごはん 牛尾　理恵 ウロボロスＯＲＩＧＩＮＡＬ　ＮＯＶＥＬ　イクオ篇・タツヤ編 杉江　松恋

中学生・高校生のための手帳の使い方　 能率手帳プランナーズ ボクのことわすれちゃったの？　お父さんはアルコール依存症 プルスアルハ 駅弁大図鑑 扶桑社ＭＯＯＫ ぼくたちと駐在さんの７００日戦争（23） ママチャリ

何のために「学ぶ」のか 外山滋比古ほか 人見知りが治るノート 反田　克彦 ６ 産業・交通 ホーンテッド・キャンパス⑦ 櫛木　理宇

考える方法 若林　幹夫ほか 眠れない一族　食人の痕跡と殺人タンパクの謎 ダニエル・Ｔ．マックス 外来魚のレシピ　捕って、さばいて、食ってみた 平坂　寛 新約とある魔術の禁書目録⑫ 鎌池　和馬

ＩＴ・ソフトウェア　２０１６年度版 那野　比古　 エイズの村に生まれて　命をつなぐ１６歳の母・ナターシャ 後藤　健二 ビジネス英語の８割は中学英語で通用する デイビッド・セイン カゲロウデイズⅥ じん（自然の敵Ｐ）

おかんメール　３ おかんメール制作委員会 ５ 技術・家庭・工学 ＪＲ・私鉄・運輸　２０１６年度版 老川　慶喜 絶唱 湊　かなえ

１ 働く！工具図鑑　こだわりの工具たち 髙野倉匡人 ７ 芸術・音楽・スポーツ 純喫茶「一服堂」の四季 東川　篤哉

困ったココロ さくら　剛 Ｍａｋｅ　「もの」はどのようにつくられているのか？ オライリー・ジャパン ムーミンキャラクター図鑑 シルケ・ハッポネン 億男 川村元気

孤独の価値 森　博嗣 Ｍａｋｅ　テクノロジー　オン　ユア　タイム⑥～⑪ オライリー・ジャパン マンネリを打破する　写真上達の技術 河野　鉄平 地方騎士ハンスの受難 アマラ

人生はＺＯＯっと楽しい！ 水野　敬也　 トコトンやさしいセンサの本　第２版 山﨑　弘郎 まりこ先生が教えるイチバンやさしい写真の教室 山本　まりこ デブを捨てに 平山　夢明

人生はワンチャンス！ 水野　敬也　 トコトンやさしいユニバーサルデザインの本　第２版 宮入　賢一郎 すべてのドアは、入り口である。 原田　マハ 悲録伝 西尾　維新

人生はニャンとかなる！　 水野　敬也　 しくみ図解　ビルメンテナンスが一番わかる 田中　毅弘 日本美術全集　第６巻 小学館 俺は絶対探偵に向いてない①② さくら　剛

２ 歴史・地理・宗教 どうすれば「人」を創れるか 石黒　浩 あなたの物語 水野敬也・鉄拳 有頂天家族②　　二代目の帰朝 森見登美彦

世界史の極意　 佐藤　優 平田晃久＋吉村靖孝 日経アーキテクチュア となりの席は外国人①② あらた　真琴 Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ　みんなが誰かを幸せにしているこの世界 喜多川　泰

知識ゼロからの古墳入門 広瀬　和雄 伊東豊雄　増補改訂版 日経アーキテクチュア アートオブロバート・マッギニス ロバート・マッギニス 死神うどんカフェ１号店　①～④ 石川　宏千花

慰安婦と戦場の性　新潮選書 秦郁彦∥著 坂茂 日経アーキテクチュア はじめて工作！　自由にあそべて、ものづくりが好きになる！ まるばやしさわこ，ハッポゥくん 僕は小説が書けない 中村航，中田永一

池上彰の現代史授業　昭和編④～平成編③ 池上　彰　 内藤廣 日経アーキテクチュア さわこさんとハッポゥくんのへんしん工作 まるばやしさわこ，ハッポゥくん 推定脅威 未須本　有生
乙女の松下村塾読本　吉田松陰の妹・文と塾生たちの物語 堀江　宏樹 徹底解説SkectchUp エクスナレッジ 陶芸をはじめよう　陶芸入門講座 岸野　和矢 ＡｎｏｔｈｅｒエピソードＳ 綾辻　行人
ゼロ　なにもない自分に小さなイチを足していく 堀江　貴文 SkectchUp木造軸組入門 エクスナレッジ 母と子の織りの楽しみ　 志村ふくみ，志村洋子 奴隷小説 桐野　夏生

我が闘争 堀江　貴文 SkectchUpパーフェクト作図実践編 エクスナレッジ 芸人志願　お笑いタレントを目指すキミへ 本多　正識 ５分後に意外な結末　①～③ 学研教育出版
ジョナサン・アイブ　アップルの天才デザイナー リーアンダー・ケイニー 動画でわかるSkectchUp最強バイブル エクスナレッジ 長友佑都体幹×チューブトレーニング 長友　佑都 白球ガ－ルズ 赤澤　竜也

死ぬまでに行きたい！世界の絶景　日本編詩歩 あと１％だけ、やってみよう　私の仕事哲学 水戸岡鋭治 はじめてのスポーツボランティア　①～⑤　 日本スポーツボランティアネットワーク 札幌アンダーソング　間奏曲 小路　幸也

見とこ、行っとこ、トコトコ東京 もぐら 新幹線をつくった男　伝説のエンジニア・島秀雄物語 高橋　団吉 卓球王　水谷隼の勝利の法則 水谷　隼 また、キミに逢えたたなら。 miNato

見とこ、行っとこ、トコトコ関西 もぐら 町工場の娘 諏訪　貴子 絶対に上手くなる！勝つためのソフトテニス 篠原　秀典 鬼談 京極　夏彦

見とこ、行っとこ、トコトコ四国 もぐら 戦後モータージャーナル変遷史 三樹書房 富士スピードウェイ　最初の４０年 三樹書房 火花 又吉　直樹

散策＆観賞　東京編 ユニプラン 初代スカイラインＧＴＲ　戦闘力向上の軌跡 三樹書房 敗北のない競技（レース）　僕の見たサイクルロードレース 土井　雪広 お文の影 宮部　みゆき

るるぶ日帰りおでかけ関西 ＪＴＢパブリッシング 2014-2015　自動車ガイドブック ＪＡＦ出版社 ８ 語学 夢をかなえるゾウ③　ブラックガネーシャの教え 水野　敬也

３ 社会科学（政治・経済・法律・教育） モーターファンイラストレーテッド vol.88～vol.102 三栄書房 聞き出す力 吉田　豪 ログ・ホライズン⑨ 橙乃ままれ

県民性マンガ　うちのトコでは④ もぐら モータースポーツのテクノロジー2014-2015 三栄書房 学校では教えてくれない日本語の授業 齋藤　孝 想像ラジオ いとうせいこう

もしも学校に行けたら　アフガニスタンの少女・マリアムの物語 後藤　健二 スポーツカーのテクノロジー 三栄書房 目でみることば　有頂天 おかべたかし 資格・試験
ダイヤモンドより平和がほしい　子ども兵士・ムリアの告白 後藤　健二 ドラえもん科学ワールド　ロボットの世界 小学館 似ていることば おかべたかし 小説・マンガで見つける！すてきな仕事 学研教育出版
ルワンダの祈り　内戦を生きのびた家族の物語 後藤　健二 ドラえもん科学ワールド　ひみつどうぐＱ＆Ａ 小学館 １３歳からのことば事典　「まじ、ヤバい！」気もちを正しく伝えるには？ 矢野　耕平 よくわかる３級ＱＣ検定合格テキスト 福井　清輔
フォトジャーナリストが見た世界　地を這うのが仕事 川畑　嘉文 電気事業法関係法令集　１５－１６年版オーム社 日本人のちょっとヘンな英語② デイビッド・セイン 実力養成！３級ＱＣ検定合格問題集 福井　清輔

２１世紀の資本 トマ・ピケティ マンガでわかるＣＰＵ 渋谷道雄ほか 9 エッセイ・外国文学 絵本・まんが
日本のすがた　２０１５ 矢野恒太記念会 ８ピンＰＩＣマイコンの使い方がよくわかる本　基礎入門 後閑　哲也 何がなんでも新人賞獲らせます！ 鈴木輝一郎 リブート⑥ 根建　飛鳥

わかりあえないことから 平田　オリザ これ１冊でできる！ラズベリー・パイ超入門福田　和宏 素直に生きる９９の講義 森　博嗣 ハイキュー！！⑮ 古舘　春一
カラフルなぼくら　６人のティーンが語る、ＬＧＢＴの心と体の遍歴 スーザン・クークリン ｉＰａｄ　Ａｉｒ　パーフェクトマニュアル 野沢直樹・村上弘子 エリアの騎士　45巻 月山　可也

ふくしまノート② 井上きみどり ｉＰａｄ　Ａｉｒ２　パーフェクトマニュアル 野沢直樹・村上弘子 砂の栄冠　21巻・22巻 三田　紀房

アイスブレイク　出会いの仕掛け人になる 今村　光章 電気の図鑑 理科教育研究会 ニンジャスレイヤー ブラッドレー・ボンド

思い出をレスキューせよ！　“記憶をつなぐ”被災地の紙本・書籍保存修復士 堀米　薫 電子工作マガジン　2015年春号 電波新聞社 サーティナイン・クルーズ（19）　史上最悪の敵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

チンピラちゃうねん、教師やねん。 三輪　光 トランジスタ技術　一人で始めるプリンタ基盤作り 電波新聞社 夏のルール ショーン・タン

みんなこうなるの？　おとなになるためのベストアンサー７１のＱ＆Ａ ヤン・フォン・ホレーベン アクリルロボット工作ガイド 三井　康亘 F 文学
みんなが主人公の学校 保井　隆之 Ｍａｋｅ　手作り電子回路から生まれる音と音楽 オライリー・ジャパン 情報系女子またたびさんの事件ログ 日野イズム
ユニバーサルデザインの視点を活かした指導と学級づくり 柘植　雅義 知りたい射出成形 ジャパンマシニスト社 アオハライド⑤ 阿部　暁子

英国の幽霊伝説 シャーン・エヴァンズ トコトンやさしい有機ＥＬの本　第２版 森　竜雄 郵便配達人花木瞳子が盗み見る 二宮　敦人

４ 自然科学（数学・理科・医学） 田んぼが電池になる！　小学生にもわかるハシモト教授のエネルギー講義 橋本　和仁 ジエンドオブザワールド 那須　正幹

賢く生きるより辛抱強いバカになれ 稲盛和夫，山中伸弥　 海洋堂創世記 樫原　辰郎 鍵泥棒のメソッド 麻井みよこ

化学で「透明人間」になれますか？ 佐藤健太郎 Ｍａｋｅ　ポンコツＤＩＹで自分を取り戻す オライリー・ジャパン 妖琦庵夜話　その探偵、人にあらず　①～③ 榎田ユウリ

動物の見ている世界　仕掛絵本図鑑 ギヨーム・デュプラ ハンドクラフトインテリア作例３０ Ｓｔｕｄｉｏ　ＤＭ－１ ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月　隆文

ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺　佑基 広島お好み焼完全マスター本 お好み焼きアカデミー 花咲家の人々 村山　早紀

● 新着図書 ●春休み中に入った本も載せています。

　　の印は、リクエストで購入した本です。

総記・雑学

哲学・心理・宗教

ダメ親と呼ばれても学年ビリの２人の
子を信じてどん底家族を再生させた母
の話

ああちゃん

「ダメ親と呼ばれても学年

ビリの3人の子を信じてど

ん底家族を再生させた母の

話」（ああちゃん） 

「あなたの物語」

（水野敬也・鉄拳） 

「ダイヤモンドよ

り平和がほしい」

（後藤 健二） 


