
書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社

考える人のメモの技術　 下地　寛也 ダイヤモンド社 002.7 ｼ

ファスト教養 レジー 集英社 002.7 ﾚ

ＡＩ新世　 小林　亮太 文藝春秋 007.1 ｺ

日常は情報戦　 ＫＡＺＵＹＡ 扶桑社 007.3 ｶ

絵本で学ぶＳＤＧｓ　 絵本でＳＤＧｓ推進協会 平凡社 019.5 ｴ

多様性の時代を生きるための哲学　 鹿島　茂 祥伝社 019.9 ｶ

老年の読書　　 前田　速夫 新潮社 019.9 ﾏ

ウェブサイトの著作権Ｑ＆Ａ　コンテンツ別　　第２版 雪丸　真吾 中央経済社 021.2 ｳ

早稲田古本劇場　 向井　透史 本の雑誌社 024.8 ﾑ

人類史の精神革命　 伊東　俊太郎 中央公論新社 102 ｲ

わからなさを生きる哲学　 岡山　敬二 亜紀書房 104 ｵ

マルクス・アウレリウス「自省録」を読む　 岸見　一郎 祥伝社 131.5 ﾏ

生まれが９割の世界をどう生きるか 安藤　寿康 ＳＢクリエイティブ 141.9 ｱ

「静かな人」の戦略書　 ジル・チャン ダイヤモンド社 141.9 ｼﾞ

アタッチメントがわかる本 遠藤　利彦 講談社 143 ｱ

限りある時間の使い方　 オリバー・バークマン かんき出版 159 ﾊﾞ

気にしない習慣　 内藤　誼人 明日香出版社 159 ﾅ

収入１０倍アップ高速勉強法　 馬渕　磨理子 ＰＨＰ研究所 159.4 ﾏ

サルタヒコのゆくえ　 戸矢　学 河出書房新社 164.1 ﾄ

旧約聖書がわかる本　 並木　浩一 河出書房新社 193.1 ﾅ

歴史と地理がいっきにわかる世界史　 ジオヒストリー 宝島社 204 ﾚ

「戦争と平和」の世界史　増補版 茂木　誠 ＴＡＣ株式会社出版事業部 209 ﾓ

アトランティス＝ムーの系譜学　 庄子　大亮 講談社 209.32 ｼ

１９３７年の世界史　 倉山　満 藤原書店 209.7 ｾ

歴史学者という病　　 本郷　和人 講談社 210.01 ﾎ

雑学で日本全史 歴史の謎研究会 青春出版社 210.04 ｻﾞ

＜図解＞つなげてみれば超わかる日本史×世界史　 森村　宗冬 彩図社 210.1 ﾓ

地政学で読み解く日本合戦史　 海上　知明 ＰＨＰ研究所 210.19 ｳ

敗者の古代史　 森　浩一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 210.3 ﾓ

東アジアからみた「大化改新」　 仁藤　敦史 吉川弘文館 210.34 ﾆ

武者から武士へ 森　公章 吉川弘文館 210.36 ﾓ

北条義時と鎌倉武士の真実　 ホビージャパン 210.42 ﾎ

江戸五百藩　ご当地藩のすべてがわかる！　 中央公論新社 210.5 ｴ

日本とロシアの近現代史　　 歴史街道編集部 ＰＨＰ研究所 210.6 ﾆ

謀略の昭和裏面史　 黒井　文太郎 宝島社 210.7 ｸ

悪党たちの中華帝国　 岡本　隆司 新潮社 222.01 ｵ

ケルトの解剖図鑑　 原　聖 エクスナレッジ 230.3 ﾊ

雨、太陽、風　天候にたいする感性の歴史　 アラン・コルバン 藤原書店 230.5 ｱ

古代ギリシアの民主政　 橋場　弦 岩波書店 231 ﾊ

アイルランド現代史　 北野　充 中央公論新社 233.9 ｷ

さかのぼり武士の日本史　 跡部　蛮 ビジネス社 288.2 ｱ

大正女官、宮中語り　 山口　幸洋 創元社 289.1 ﾊﾞ

私のことば体験　 松居　直 福音館書店 289.1 ﾏ

徳川家康と９つの危機　 河合　敦 ＰＨＰ研究所 289.1 ﾄ

宿命　安倍晋三、安倍晋太郎、岸信介を語る　 安倍　洋子 文藝春秋 289.1 ｱ

0・１類　（情報科学・図書館・出版・哲学・心理学・宗教）

新着図書リスト≪文学以外≫2022年11月号
9/16から10/15までに購入した図書の一部を紹介しています。お問い合わせは最寄りの図書館まで。

  　　　　　　　　中央図書館　 TEL 042-394-2900　　　  富士見図書館　 TEL 042-395-7241
　　　　　　　　　萩山図書館 　TEL 042-393-3172　　　  秋津図書館　　  TEL 042-391-0930
　　　　　　　　　廻田図書館　 TEL 042-392-2334

２　類　（歴史　伝記　地理　紀行）

請求記号
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

ワシントン　共和国の最初の大統領　 中野　勝郎 山川出版社 289.3 ﾜ

女性参政権運動家エメリン・パンクハースト ポーラ・バートリー 彩流社 289.3 ﾊﾟ

ＬＩＳＴＥＮ　 山口　智子 生きのびるブックス 290.9 ﾔ

旅は旨くて、時々苦い　 山本　高樹 産業編集センター 290.9 ﾔ

田中陽希日記　 田中　陽希 平凡社 291.09 ﾀ

大人のひとり旅　 ＪＴＢパブリッシング 291.09 ｵ

暗渠でたどる東京案内　水のない川　 本田　創 山川出版社 291.36 ﾎ

古地図で歩く江戸・東京ぶらり今昔歴史探訪ガイド　 「江戸楽」編集部 メイツユニバーサルコンテンツ 291.36 ｺ

沖縄の離島路線バスの旅　 下川　裕治 双葉社 291.99 ｼ

ソウルおとなの社会見学　 大瀬　留美子 亜紀書房 292.14 ｵ

地図でスッと頭に入る中東＆イスラム３０の国と地域　 高橋　和夫 昭文社 292.7 ﾁ

北欧こじらせ日記　移住決定編 週末北欧部ｃｈｉｋａ 世界文化ブックス 293.89 ﾁ

奇跡の社会科学　 中野　剛志 ＰＨＰ研究所 301 ﾅ

最強の思考法　 橋下　徹 朝日新聞出版 304 ﾊ

ハンナ・アレント　 牧野　雅彦 講談社 311.2 ﾏ

香港炎上　 アントニー・ダピラン 産経新聞出版 312.2 ﾀﾞ

私の国とはつまり何なのか　　 アンゲラ・メルケル 創元社 312.3 ﾒ

決別　総連と民団の相克７７年　 竹中　明洋 小学館 316.8 ﾀ

カースト　アメリカに渦巻く不満の根源　 イザベル・ウィルカーソン 岩波書店 316.8 ｳ

ウクライナ戦争と分断される世界　 大西　広 本の泉社 319 ｵ

日朝交渉３０年史　 和田　春樹 筑摩書房 319.1 ﾜ

非戦の安全保障論　 柳澤　協二 集英社 319.1 ﾋ

台湾に何が起きているのか　　 福島　香織 ＰＨＰ研究所 319.2 ﾌ

地政学と歴史で読み解くロシアの行動原理　　 亀山　陽司 ＰＨＰ研究所 319.3 ｶ

ウクライナ戦争と米中対立　 峯村　健司 幻冬舎 319.3 ｳ

教えて南部先生！１８歳成人Ｑ＆Ａ　 南部　義典 シーアンドアール研究所 324.1 ﾅ

日本型「談合」の研究　 梶原　一義 毎日新聞出版 326.2 ｶ

大学の人気講義でよく分かる「ミクロ経済学」超入門　 田中　久稔 ＳＢクリエイティブ 331 ﾀ

行動経済学クイズ１００撰　 小泉　修平 三恵社 331 ｺ

経済安全保障のジレンマ　 平井　宏治 育鵬社 332.1 ﾋ

はじめて学ぶ国際経済　　新版 浦田　秀次郎 有斐閣 333.6 ﾊ

ＭＢＡ２０３０年の基礎知識１００　 グロービス ＰＨＰ研究所 335 ｴ

亀裂　創業家の悲劇　 高橋　篤史 講談社 335.2 ﾀ

Ｋａｗａｉｉ経営戦略　 高木　健一 日経ＢＰ日本経済新聞出版 336 ﾀ

インボイスの気になる点がサクッとわかる本　　 高山　弥生 税務研究会出版局 336.9 ﾀ

教養としての決済　 ゴットフリート・レイブラント 東洋経済新報社 338 ﾚ

今すぐはじめられるつみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏ　 川部　紀子 永岡書店 338.8 ｲ

コミュニケーション大全　 鴨頭　嘉人 鴨ブックス 361.4 ｶ

実家じまい終わらせました！　 松本　明子 祥伝社 365.3 ﾏ

稼げるフリーランスの法則　 田中　祐樹 日経ＢＰ日本経済新聞出版 366.2 ﾀ

おっさん社会が生きづらい　 小島　慶子 ＰＨＰ研究所 367.5 ｺ

記者がひもとく「少年」事件史　 川名　壮志 岩波書店 368.7 ｶ

毎日は楽しい　 小島　操 日本工業出版 369.26 ｺ

見えない人の「ちょっと世間話」 水谷　昌史 新評論 369.27 ﾐ

消防レスキュー隊員が教えるだれでもできる防災事典　 タイチョー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 369.3 ﾀ

危機の中の学問の自由 羽田　貴史 岩波書店 377.1 ｷ

独学の教室　 読書猿 集英社インターナショナル 379.7 ﾄﾞ

我が息子、慎太郎と裕次郎　 石原　光子 青志社 379.9 ｲ

０～１８歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育 ティム・セルダン 創元社 379.9 ｾ

子どもたちに大切なことを脳科学が明かしました　 川島　隆太 くもん出版 379.9 ｺ

世界の母系社会　　 ナディア・フェルキ 原書房 382 ﾌ

遠野物語と柳田國男　 新谷　尚紀 吉川弘文館 382.1 ｼ

教養としての着物　 上杉　惠理子 自由国民社 383.1 ｳ

陰の戦争　 Ｅ．Ｖ．Ｗ．デイヴィス 中央公論新社 391.6 ﾃﾞ

３　類　（政治　法律　経済　社会）
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

因果推論の科学　 ジューディア・パール 文藝春秋 417 ﾊﾟ

宇宙を動かしているものは何か　　 谷口　義明 光文社 440.1 ﾀ

ブルーカーボンとは何か 枝廣　淳子 岩波書店 451.8 ｴ

巨大地震列島 長尾　年恭 ビジネス社 453.2 ﾅ

なぜ、その地形は生まれたのか？　 松本　穂高 日本実業出版社 454.9 ﾏ

科学のカタチ　 養老　孟司 時事通信出版局 460.4 ﾖ

時計遺伝子　からだの中の「時間」の正体　 岡村　均 講談社 464.1 ｵ

直立二足歩行の人類史　 ジェレミー・デシルヴァ 文藝春秋 469.2 ﾃﾞ

雑草の文化誌　　 ニーナ・エドワーズ 原書房 470.4 ｴ

日本の美しい水族館　 銀鏡　つかさ エクスナレッジ 480.7 ｼ

「死んだふり」で生きのびる　 宮竹　貴久 岩波書店 481.7 ﾐ

きらわれ虫の真実　 谷本　雄治 太郎次郎社エディタス 486.0 ﾀ

脳と神経のしくみ・はたらきゆるっと事典 坂井　建雄 永岡書店 491.1 ﾉ

ダマシオ教授の教養としての「意識」 アントニオ・ダマシオ ダイヤモンド社 491.3 ﾀﾞ

運動脳　ＢＲＡＩＮ　 アンデシュ・ハンセン サンマーク出版 491.3 ﾊ

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けＢＯＯＫ　 町田　秀樹 主婦の友社 493.6 ﾏ

家族が「うつ」になって、不安なときに読む本　 下園　壮太 日本実業出版社 493.7 ｼ

発達障害の人が見ている世界　 岩瀬　利郎 アスコム 493.7 ｲ

ヤング中高年　 竹中　晃二 集英社 493.7 ﾀ

最高のがん治療、最低のがん治療　 大場　大 扶桑社 494.5 ｵ

オトナ女子をラクにする心とからだの本　 高尾　美穂 扶桑社 495 ﾀ

キラキラした８０歳になりたい　　 木村　盛世 かや書房 498.3 ｷ

究極の疲れない脳　 内野　勝行 アチーブメント出版 498.3 ｷ

働くあなたの快眠地図　 角谷　リョウ フォレスト出版 498.3 ｽ

気象病ハンドブック　 久手堅　司 誠文堂新光社 498.4 ｸ

缶詰ひとつで養生ごはん　 久保　奈穂実 学研プラス 498.5 ｸ

知識ゼロでも楽しく読める！エネルギーのしくみ　 エネルギー総合工学研究所 西東社 501.6 ﾁ

世界を変える１００の技術　 日経ＢＰ 日経ＢＰ 504 ｾ

ＩｏＴと日本のアーキテクチャー戦略　 柴田　友厚 光文社 509.2 ｼ

キテレツ城あるき　 長谷川　ヨシテル 柏書房 521.8 ﾊ

山手線の名建築さんぽ　 和田　菜穂子 エクスナレッジ 523.1 ﾜ

ＤＩＹでキャンピングカーを作る　 キャンプ 537.9 ﾃﾞ

ビジュアル飛行機図鑑 ニュートンプレス 538 ﾋﾞ

今と未来がわかる電気　　 川村　康文 ナツメ社 540 ｲ

羊皮紙の世界　 八木　健治 岩波書店 584.7 ﾔ

素敵に暮らす大人のお金のコツ　 主婦の友社 主婦の友社 590 ｽ

９割やめる。ラクに暮らす家事術　 宝島社 590 ｷ

ＬＤＫ家計を助ける安くて良いものｔｈｅ　Ｂｅｓｔ　 晋遊舎 590 ｴ

洋裁大全 ブティック社 593.3 ﾖ

アップサイクル・ノート　 グラフィック社編集部 グラフィック社 593.3 ｱ

「ハンドメイド」で稼ぎたくなったら読む本　 ｂｏｎ　ｂｏｎ　ｃｈｅｒｒｙハイジ フォレスト出版 594 ﾎﾞ

刺しゅう歳時記　 日本ヴォーグ社 594.2 ｼ

はじめてのナチュラルドライフラワー　 吉本　博美 家の光協会 594.8 ﾖ

お医者さんが教える老けない習慣　 糸井　由里恵 三空出版 595 ｲ

これでよゆうの晩ごはん　 暮しの手帖編集部 暮しの手帖社 596 ｺ

きのこのレシピ帖　 松島　由恵 パルコエンタテインメント事業部 596.3 ﾏ

さつまいも・長いも・里いもあったら、これつくろ！ オレンジページ 596.3 ｻ

干し野菜百科　 濱田　美里 河出書房新社 596.3 ﾊ

柿のお菓子づくり　 今井　ようこ 誠文堂新光社 596.6 ｲ

大人のクッキーと焼き菓子 石橋　かおり 主婦の友社 596.6 ｲ

無印良品子どもとすっきり暮らす収納術 主婦の友社 597.5 ﾑ

汚れ落とし研究家茂木和哉のラクラク掃除術　 茂木　和哉 マイナビ出版 597.9 ﾓ

０～６歳まで遊んで学べる！新しい手作りおもちゃ　 あん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 599.8 ｱ

４類　（数学　物理　科学　天文　動植物　医学）

５　類　（建築　機械　電気　金属　家政）
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書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社 請求記号

農協の闇　 窪田　新之助 講談社 611.6 ｸ

農家はもっと減っていい 久松　達央 光文社 612.1 ﾋ

観葉植物の文化誌　 マイク・マウンダー 原書房 627.8 ﾏ

あのネコに会いたい　 岩合　光昭 辰巳出版 645.7 ｲ

江戸のヒット仕掛け人　 檜山　良昭 東京新聞 672.1 ﾋ

日本マクドナルド「挑戦と変革」の経営 日本マクドナルド株式会社 東洋経済新報社 673.9 ﾆ

「価格上昇」時代のマーケティング 小阪　裕司 ＰＨＰ研究所 675 ｺ

鉄道文字の世界　 中西　あきこ 天夢人 686.0 ﾅ

にっぽんの鉄道１５０年 野田　隆 平凡社 686.2 ﾉ

ＡＮＡ苦闘の１０００日　 高尾　泰朗 日経ＢＰ 687.0 ﾀ

東京藝大・クローン文化財　 宮廻　正明 東京美術 709 ﾄ

平櫛田中回顧談　 平櫛　田中 中央公論新社 712.1 ﾋ

子犬の絵画史　　 金子　信久 講談社 721.0 ｶ

上村松園随筆集　　 上村　松園 平凡社 721.9 ｳ

世界一やばい西洋絵画の見方入門　 山田　五郎 宝島社 723 ﾔ

遺品整理人がミニチュアで表現する孤独死の現場　 ポレポレ美 竹書房 726.1 ﾎﾟ

エリック・カール　絵本の秘密をさぐる　　 平凡社 726.6 ｶ

大人かわいい折り紙＆雑貨　 日本ペーパーアート協会 ブティック社 754.9 ｵ

最新音楽業界の動向とカラクリがよくわかる本　 山口　哲一 秀和システム 760.9 ﾔ

終止符のない人生　 反田　恭平 幻冬舎 762.1 ｿ

中村吉右衛門舞台に生きる　 中村　吉右衛門 小学館 774.2 ﾅ

高倉健　みんなが愛した最後の映画スター　 春日　太一 河出書房新社 778.2 ﾀ

春馬くんとの“未来の雑談” 斉藤　かおる 講談社 778.2 ﾐ

落語の凄さ　　 橘　蓮二 ＰＨＰ研究所 779.1 ﾀ

筋トレより軸トレ！運動のトリセツ　 山崎　浩子 日経ＢＰ 780.1 ﾔ

子どもが本番で最高の結果を出せるコンディションの整え方　 羽生　綾子 日本能率協会マネジメントセンター 780.7 ﾊ
オガトレ式！タオル１本で超・超・超かたい体も柔らかくなる奇跡のストレッチ オガトレ 宝島社 781.4 ｵ

巨人が勝てない７つの理由　 広岡　達朗 幻冬舎 783.7 ﾋ

イチから学ぶ将棋のロジック　三間飛車編 遠山　雄亮 マイナビ出版 796 ﾄ

会話を哲学する 三木　那由他 光文社 801.0 ﾐ

語学の天才まで１億光年　 高野　秀行 集英社インターナショナル 804 ﾀ

オトナ女子のすてきな語彙力帳　 吉井　奈々 ダイヤモンド社 809.2 ﾖ

［あ］　教科書が教えない日本語　 山口　謠司 中央公論新社 810.4 ﾔ

デジタル時代の実践スキルＷｅｂライティング　 佐々木　ゴウ 翔泳社 816 ｻ

英語は決まり文句が８割　 中田　達也 講談社 834.4 ﾅ

韓非子　全現代語訳　 韓　非 講談社 B124.5 ｶ

決断の法則　 ゲーリー・クライン 筑摩書房 B141.5 ｸ

写経入門　 田中　塊堂 講談社 B183 ﾀ

人生がすっきりわかるご縁の法則　　 名取　芳彦 三笠書房 B188.5 ﾅ

埴輪　古代の証言者たち　 若狭　徹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B210.32 ﾜ

タイムトラベル世界あちこち旅日記　 益田　ミリ 毎日新聞出版 B290.9 ﾏ

中央分水嶺を旅する　 栗田　貞多男 世界文化ブックス B291.09 ｸ

台湾鉄路千公里　　完全版 宮脇　俊三 中央公論新社 B292.24 ﾐ

オンガクハ、セイジデアル　 ブレイディみかこ 筑摩書房 B302.3 ﾌﾞ

日本の珈琲　 奥山　儀八郎 講談社 B383.8 ｵ

自然科学の歴史　　 端山　好和 講談社 B402 ﾊ

異常の構造　 木村　敏 講談社 B493.7 ｷ

自炊大好き　 東海林　さだお 大和書房 B596.0 ｼ

淀川長治映画ベスト１００＆ベストテン　 淀川　長治 河出書房新社 B778.2 ﾖ

言いたいことを、人を動かす“ことば”に変えるすごい言い換え７００語　 話題の達人倶楽部 青春出版社 B810.4 ｲ

文　庫　（文学以外）

６　類　（産業　園芸　畜産　商業　交通）

７　類　（絵画　写真　音楽　映画　スポーツ　娯楽）

８　類　（語学）

4


