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0類（０００～099）総記 知識ゼロからの恐竜入門 恐竜くん 幻冬舎 457.87-ｷ
書物の破壊の世界史―シュメールの粘土板からデジタル時代まで バエス，フェルナンド 紀伊國屋書店 020.2-ﾌ ＮＨＫスペシャル　恐竜超世界 ＮＨＫスペ「恐竜超世界」制作班 日経ナショナルジオグラフィック社 457.87-ﾆ

朝日新聞縮刷版10月 朝日新聞社 071-ｱ 恐竜学 真鍋真 学研プラス 457.87-ﾏ

読売新聞縮刷版10月 読売新聞社 071-ﾖ ヒトはなぜ「がん」になるのか―進化が生んだ怪物 アーニー，キャット 河出書房新社 491.65-ｷ
1類（1００～199）哲学・心理学・宗教 やせる科学 - 健康的にやせるための科学知識 ニュートンプレス 493.12-ﾆ

Ｔｈｉｎｋ　ｃｌｅａｒｌｙ―最新の学術研究から導いた、よりよい人生を送るための思考法 ドベリ，ロルフ サンマーク出版 141.5-ﾛ 起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック （改訂） 田中 英高 中央法規出版 493.93-ﾀ

怒る勇気 岸見一郎 河出書房新社 141.6-ｷ 起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応 （改訂） 田中 英高 中央法規出版 493.93-ﾀ
無意識がわかれば人生が変わる―「現実」は４つのメンタルモデルからつくり出される 前野 隆司/由佐 美加子 ワニ・プラス 146.8-ﾏ 救急車が来なくなる日―医療崩壊と再生への道 笹井 恵里子 ＮＨＫ出版 498.02-ｻ

「利他」とは何か 伊藤亜紗・他 集英社 151.5-ｲ 新薬という奇跡 S499.02-ﾄ

思いがけず利他 中島 岳志 ミシマ社 151.5-ﾅ 5類（5００～599）工学・工業・家庭
ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ〈２〉１００年時代の行動戦略 スコット，アンドリュー 東洋経済新報社 159-ｱ-2 世界の地下都市大解剖―立体イラストで巡る、見えない巨大インフラ オーブンデン，マーク 日経ナショナルジオグラフィック社 510-ﾏ

2類（2００～299）歴史・地理 クリーンダッカ・プロジェクト―ゴミ問題への取り組みがもたらした社会変容の記録 石井 明男/眞田 明子 佐伯印刷 518.52-ｲ

REKIHAKU　004 国立歴史民族博物館 205-ｺ-4 これってホントにエコなの？―日常生活のあちこちで遭遇する“エコ”のジレンマを解決 ウィルソン＝パウエル，ジョージーナ 東京書籍 519-ｼ

復原模型で見る日本の歴史  五味文彦＝監  山川出版社 210.1-ｺ 地球があぶない！地図で見る気候変動の図鑑 ベルクハウト，フランス 創元社 519-ﾀ

明暦の大火―「都市改造」という神話 岩本 馨 吉川弘文館 210.52-ｲ ＳＤＧｓな生活のヒント - あなたの物の使い方が地球を救う タラ・シャイン 創元社 519-ﾀ

世界歴史大系　スペイン史〈１〉古代～近世 関 哲行/他 山川出版社 236-ｽ-1 隈研吾建築図鑑 宮沢 洋 日経ＢＰ 523.1-ﾐ

世界歴史大系　スペイン史〈２〉近現代・地域からの視座 関 哲行/他 山川出版社 236-ｽ-2 火星に住むつもりです―二酸化炭素が地球を救う 村木 風海 光文社 574.27-ﾑ

世界を救うｍＲＮＡワクチンの開発者カタリン・カリコ 増田ユリヤ ポプラ社 289.3-ﾏ 発酵文化人類学―微生物から見た社会のカタチ 小倉 ヒラク ＫＡＤＯＫＡＷＡ S588.51-ｵ

ブラタモリ〈１７〉吉祥寺・田園調布・尾道・倉敷・高知 「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 291.09-ﾆ-17 6類（6００～699）産業
ブラタモリ〈１８〉秩父・長瀞・大宮・室蘭・洞爺湖・宮崎 「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 291.09-ﾆ-18 食料危機―パンデミック、バッタ、食品ロス 井出 留美 ＰＨＰ研究所 611.3-ｲ

読むだけですっきりわかる世界地理 後藤 武士 宝島社 S290-ｺ ＳＤＧｓ時代の食べ方 - 世界が飢えるのはなぜ？ 井出留美 筑摩書房 611.32-ｲ

見つける東京 岡部 敬史 東京書籍 291.36-ｵ 7類（7００～799）芸術・スポーツ
3類（3００～399）社会科学 行った気になる世界遺産 鈴木 亮平 ワニブックス 778.21-ｽ

中学受験時事ニュース完全版 〈２０２２〉 ジュニアエラ編集部 朝日新聞出版 304-ｱ 8類（8００～899）言語・語学
超空気支配社会 辻田 真佐憲 文藝春秋 304-ﾂ 奇跡の朗読教室―人生を変えた２１の話 斉藤 ゆき子 新泉社 809.4-ｻ

楽観論 古市 憲寿 新潮社 304-ﾌ 国語をめぐる冒険 渡部泰明/平野多恵 岩波書店 810-ﾜ

夫婦別姓 - 家族と多様性の各国事情 栗田路子/冨久岡ナヲ 筑摩書房 324.9-ｸ それわ英語ぢゃないだらふ 大西 泰斗 幻冬舎 830-ｵ

１４歳からの社会学―これからの社会を生きる君に 宮台 真司 筑摩書房 S361-ﾐ 9類（9００～999）文学
人間関係で「疲れない心」に変わる言いかえのコツ 植西聰 講談社 361.45-ｳ みとりねこ 有川ひろ 講談社 F-ｱ

くらべる世界 おかべ たかし 東京書籍 361.5-ｵ 本心 平野啓一郎 文藝春秋 F-ﾋ

『学び合い』を成功させる教師の言葉かけ 西川 純 東洋館出版社 375.1-ﾆ 星を掬う 町田そのこ 中央公論新社 F-ﾏ
合理的配慮」とは何か？―通常教育と特別支援教育の課題 清水 貞夫/西村 修一 クリエイツかもがわ 378-ｼ 猫のお告げは樹の下で 青山 美智子 宝島社 SF-ｱ

発達が気になる子の学校生活における合理的配慮 鴨下 賢一【編著】 中央法規出版 378.8-ｶ 彼方の友へ 伊吹 有喜 実業之日本社 SF-ｲ
合理的配慮ハンドブック―障害のある学生を支援する教職員のために 日本学生支援機構 ジアース教育新社 378.8-ﾆ せんせい。 重松清 新潮社 SF-ｼ
星と虹色なこどもたち―「自分に合った学び方」「自分らしい生き方」を見つけよう 星山 麻木 学苑社 378.8-ﾎ ロード・エルメロイ２世の事件簿〈４〉〈5〉 TYPEーMOON ＫＡＤＯＫＡＷＡ SF-ﾀ

4類（4００～499）自然科学 店長がバカすぎて 早見 和真 角川春樹事務所 SF-ﾊ

空想科学読本〈８〉〈９〉 柳田 理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404-ﾔ キネマの神様 原田 マハ 文藝春秋 SF-ﾊ

宇宙のはじまり - １３８億年前のそのとき、何がおきたのか？ ニュートンプレス 443.9-ﾆ 日本文学全集〈９〉〈16〉〈18〉〈19〉〈28〉 河出書房新社 918-ｲ

＊上記72冊入りました。ぜひご利用ください。
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てぃーたいむ 新着図書案内
(2021/11/12～12/10)含・寄贈本

★開館時間 10:00～16:30
★リクエスト受付中です


