
書　　　名 著者名 出版社

32 ノーブルチルドレンの告別 綾崎　隼 アスキー・メディアワークス

33 ノーブルチルドレンの断罪 綾崎　隼 アスキー・メディアワークス

34 ノーブルチルドレンの愛情 綾崎　隼 アスキー・メディアワークス

35 ノーブルチルドレンの追想 綾崎　隼 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

36 ベーシック・インカム 坂根　修 文芸社

37 グローバル・ベーシック・インカム入門 岡野　内正 明石書店

書　　　名 著者名 出版社 38 ベーシック・インカムのある暮らし 古山　明男 ライフサポート社

1 学問の自由と大学の危機 広田　照幸 岩波書店 39 ベーシック・インカム 原田　泰 中央公論新社

2 幸せになる勇気 岸見　一郎 ダイヤモンド社 40 真田三代記　新装版 土橋　治重 ＰＨＰ研究所

3 ハーバードでいちばん人気の国・日本 佐藤　智恵 ＰＨＰ研究所 41 幹事のアッコちゃん 柚木　麻子 双葉社

4 体脂肪計タニタの社員食堂　続々 タニタ 大和書房 42 存在と時間１ ハイデガー 岩波書店

5 子どものスマホ・トラブル対応ガイド － ぎょうせい 43 存在と時間２ ハイデガー 岩波書店

6 カエルの楽園 百田　尚樹 新潮社 44 存在と時間３ ハイデガー 岩波書店

7 ツバキ文具店 小川　糸 幻冬舎 45 存在と時間４ ハイデガー 岩波書店

8 ソードアート・オンライン　１７ 川原　礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 46 バドミントン最新式・基礎ドリル 藤本　ホセマリ ベースボール・マガジン社

9 ラクする作り置き スガ セブン＆アイ出版 47 バドミントンのためのストレッチ＆体幹トレーニング 青木　達 ベースボール・マガジン社

10 アメリカ人が伝えるヒロシマ スティーブン・リーパー 岩波書店 48 下り坂をそろそろと下る 平田　オリザ 講談社

11 ままならないから私とあなた 朝井　リョウ 文藝春秋 49 まく子 西　加奈子 福音館書店

12 新約とある魔術の禁書目録　１４ 鎌池　和馬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 50 サブマリン 伊坂　幸太郎 講談社

13 新約とある魔術の禁書目録　１５ 鎌池　和馬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 51 神様のコドモ 山田　悠介 幻冬舎

14 イヤシノウタ 吉本　ばなな 新潮社 52 妖庵夜話　５ 榎田　ユウリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

15 池上彰の君たちと考えるこれからのこと 池上　彰 日本経済新聞出版社 53 掟上今日子の婚姻届 西尾　維新 講談社

16 「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希　一樹 学研プラス 54 真実の１０メートル手前 米澤　穂信 東京創元社

17 「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希　一樹 学研教育出版 55 居酒屋ぼったくり　４ 秋川　滝美 アルファポリス

18 「悩み部」の結成と、その結末。 麻希　一樹 学研教育出版 56 居酒屋ぼったくり　５ 秋川　滝美 アルファポリス

19 化学探偵Ｍｒ．キュリー　４ 喜多　喜久 中央公論新社 57 ちっちゃいさん イソール 講談社

20 世にも奇妙な君物語 朝井　リョウ 講談社 58 「０から１」の発想術 大前　研一 小学館

21 好きになる救急医学 小林　國男 講談社 59 スクープのたまご 大崎　梢 文藝春秋

22 好きになる微生物学 渡辺　渡 講談社 60 教団X 中村　文則 集英社

23 好きになる栄養学 麻見　直美 講談社 61 あなたが知らないディズニーランドの新常識４４ 堀井　憲一郎 新潮社

24 好きになるヒトの生物学 吉田　邦久 講談社 62 厭世マニュアル 阿川　せんり 角川書店

25 好きになる漢方医学 喜多　敏明 講談社 63 学校では教えてくれない戦国史の授業 井沢　元彦 ＰＨＰ研究所

26 好きになる病理学ミニノート 早川　鉄哉 講談社 64 真白、はじめてのお伊勢参り 行田　尚希 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

27 好きになる病理学 早川　鉄哉 講談社 65 すごい動物学 新宅　広二 永岡書店

28 怪盗探偵山猫　４ 神永　学 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 66 日本人とキリスト教の奇妙な関係 菊地　章太 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

29 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　９ 太田　紫織 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 67 「音大卒」は武器になる 大内　孝夫 ＹＡＭＡＨＡ

30 ノーブルチルドレンの残酷 綾崎　隼 アスキー・メディアワークス 68 だれにも聞けない料理のギモン解決します！ － 主婦の友社

31 田園回帰がひらく未来 小田切　徳美 岩波書店 69 ３．１１を心に刻んで　２０１６ 岩波書店編集部 岩波書店
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６月に図書館に入った本を一覧にしました。すべて貸出できます。新着図書コーナーに

見当たらないときは貸出中ですので，カウンターで予約をしましょう。



書　　　名　 著者名 出版社 書　　　名 著者名 出版社

70 水俣病を知っていますか 高峰　武 岩波書店 109 お買い物で世界を変える 日本弁護士連合会 岩波書店

71 思わず人に話したくなるモノの仕組み　ふしぎ雑学 － 永岡書店 110 死んでいない者 滝口　悠生 文藝春秋

72 昆虫はもっとすごい 丸山　宗利　他 光文社 111
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「イノベーションと企業
家精神」を読んだら 岩崎　夏海 ダイヤモンド社

73 九度山秘録 黒澤　はゆま 河出書房新社 112 ラテアート＆デザインカプチーノ　上達ＢＯＯＫ 篠崎　好治 メイツ出版

74 猫の惑星 梶尾　真治 ＰＨＰ研究所 113 受験うつ 吉田　たかとし 光文社

75 鹿鳴館のドラクラ 萩　耿介 中央公論新社 114 永遠虹路 綾崎　隼 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

76 江戸の教育力 高橋　敏 筑摩書房 115 吐息雪色 綾崎　隼 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

77 新日本プロレスＶ字回復の秘密 新日本プロレスリング ＫＡＤＯＫＡＷＡ 116 陽炎太陽 綾崎　隼 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

78 生きものたちのつくる巣１０９ 鈴木　まもる エクスナレッジ 117 暮らしの視点からの地方再生 徳野　貞雄 九州大学出版会

79 大脱走 荒木　源 小学館 118 石井直方の新・筋肉まるわかり大事典 石井　直方 ベースボール・マガジン社

80 シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン 河出書房新社 119 からだのしくみと動きがすぐわかる！筋肉地図 岡田　隆 宝島社

81 教科書では教えてくれない！ほんとうに使える数学【基礎編】 芳沢　光雄 実業之日本社 120 パティシエ必修　飴細工 － 旭屋書店

82 東ティモールの成功と国作りの課題 花田　吉隆 創育社 121 田園回帰の過去・現在・未来 小田切　徳美 農山漁村文化協会

83 糖質制限の真実 山田　悟 幻冬舎 122 中世社会のはじまり 五味　文彦 岩波書店

84 世界で一番やさしい会議の教科書 榊巻　亮 日経ＢＰ社 123 日本病 金子　勝 岩波書店

85 答えにくい子どもの「なぜ？」にお釈迦さまならこう言うね！ 増田　俊康 主婦と生活社 124 京都の歴史を歩く 小林　丈広 岩波書店

86 眠れなくなるほど面白い化学の話 大宮　信光 日本文芸社 125 日本にとって沖縄とは何か 新崎　盛暉 岩波書店

87 ネット風評被害 薮﨑　真哉 ディスカヴァー２１ 126 ユーロ危機とギリシャ反乱 田中　素香 岩波書店

88 天下人の茶 伊藤　潤 文藝春秋 127 南海トラフ地震 山岡　耕春 岩波書店

89 世の中ががらりと変わって見える物理の本 カルロ・ロヴェッリ 河出書房新社 128 健康長寿のための医学 井村　裕夫 岩波書店

90 農家と農業 板垣　啓四郎 実業之日本社 129 「法の支配」とは何か 大浜　啓吉 岩波書店

91 算法勝負！「江戸の数学」に挑戦 山根　誠司 講談社 130 ホッブズ 田中　浩 岩波書店

92 航空路・空港の不思議と謎 秋本　俊二 実業之日本社 131 ルポ母子避難 吉田　千亜 岩波書店

93 日本史の英雄 倉山　満 扶桑社 132 首都直下型地震 平田　直 岩波書店

94 １０の奇妙な話 ミック・ジャクソン 東京創元社 133 ガルブレイス 伊東　光晴 岩波書店

95 豚生 八雲　立哉 幻冬舎 134 プーチンとＧ８の終焉 佐藤　親賢 岩波書店

96 恭一郎と七人の叔母 小路　幸也 徳間書店 135 古代東アジアの女帝 入江　曜子 岩波書店

97 エムブリヲ奇譚 山白　朝子 KADOKAWA 136 学びとは何か 今井　むつみ 岩波書店

98 私のサイクロプス 山白　朝子 KADOKAWA 137 水の未来 沖　大幹 岩波書店

99 死仮面 折原　一 文藝春秋 138 世界の名前 岩波書店辞典編集部 岩波書店

100 道化と王 ローズ・トレメイン 柏書房 139 鎌倉幕府と朝廷 近藤　成一 岩波書店

101 くれなゐの紐 須賀　しのぶ 光文社 140 18歳からの民主主義 岩波書店編集部 岩波書店

102 いつか、眠りにつく日 いぬじゅん スターツ出版 141 憲法の無意識 柄谷　行人 岩波書店

103 図解　戦国の城がいちばんよくわかる本 西脇　総生 KKベストセラーズ 142 原発プロパガンダ 本間　龍 岩波書店

104 ブラックバイト 今野　晴貴 岩波書店

105 丹下健三 豊川　斎赫 岩波書店

106 風土記の世界 三浦　佑之 岩波書店

107 電力自由化で何が変わるか 小澤　祥司 岩波書店

108 憲法に緊急事態条項は必要か 永井　幸寿 岩波書店

図書館のカウンターには購入希望（リクエスト）用紙がありますので，Ｗ－ＫＩで必

要な本やシリーズの最新巻等どんどん希望を出してくださいね！早めにリクエスト

しないと，購入してから貸出までに時間が必要です。


