
書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社

Ｗｅｂ系フリーランス働き方超大全　 デイトラ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 007.3 ｳ

アフター・スティーブ　 トリップ・ミックル ハーパーコリンズ・ジャパン 007.3 ﾐ

秒で使えるパワポ術　 豊間根　青地 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 007.6 ﾄ

いつもよりも具体的な本づくりの話を。　 北尾　修一 イースト・プレス 021.4 ｷ

週刊誌がなくなる日　 小倉　健一 ワニ・プラス 051 ｵ

哲学の門前　 吉川　浩満 紀伊國屋書店 104 ﾖ

試験に出る現代思想　 斎藤　哲也 ＮＨＫ出版 133 ｻ

図解・最新心理学大事典　 中野　明 秀和システム 140 ﾅ

見えないものを見る「抽象の目」　 細谷　功 中央公論新社 141.5 ﾎ

緊張しない「最初のひと言」大全　 桐生　稔 Ｃｌｏｖｅｒ出版 141.6 ｷ

死は存在しない　 田坂　広志 光文社 147 ﾀ

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

その働き方、あと何年できますか？　 木暮　太一 講談社 159.4 ｺ

人生は天国か、それとも地獄か　 田原　総一朗 白秋社 159.7 ﾀ

大学で何を学ぶか 永守　重信 小学館 159.7 ﾅ

信じる者は、ダマされる。　 多田　文明 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ 169.2 ﾀ

へんろ道、うどん道　 鈴木　弘毅 イカロス出版 186.9 ｽ

関東版ねこの御朱印＆お守りめぐり　 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 186.9 ｶ

日蓮を生きる　 ひろ　さちや 佼成出版社 188.9 ﾆ

神学の思考　 佐藤　優 平凡社 191 ｻ

歴史学のトリセツ　 小田中　直樹 筑摩書房 201.2 ｵ

歴史はなぜ必要なのか　 南塚　信吾 岩波書店 204 ﾚ

歴史を拓いた明治のドレス　 吉原　康和 Ｇ．Ｂ． 210.09 ﾖ

人物で学ぶ日本古代史　２　奈良時代編 新古代史の会 吉川弘文館 210.3 ｼﾞ

風土記博物誌 三浦　佑之 岩波書店 210.3 ﾐ

郡司と天皇　 磐下　徹 吉川弘文館 210.35 ｲ

徳川家康と戦国時代　 福田　智弘 メディアソフト 210.47 ﾄ

世代の昭和史　 保阪　正康 毎日新聞出版 210.7 ﾎ

証言昭和史の謎　　 別冊宝島編集部 宝島社 210.76 ｼ

「昭和鹿鳴館」と占領下の日本　 山田　邦紀 現代書館 210.76 ﾔ

江戸想像散歩　 冨岡　一成 旬報社 213.61 ﾄ

東国の古墳と古代史　　 白石　太一郎 吉川弘文館 215 ｼ

倭と加耶　 東　潮 朝日新聞出版 221.03 ｱ

中世イングランドの日常生活　 トニ・マウント 原書房 233.04 ﾏ

ザ・ナイン　ナチスと闘った９人の女たち　 グウェン・ストラウス 河出書房新社 235.06 ｽ

一冊でわかるブラジル史　 関　眞興 河出書房新社 262 ｾ

古代の覇者　世界史を変えた２５人　 パトリシア・ダニエルズ 日経ナショナルジオグラフィック 280.4 ﾀﾞ

歴史をこじらせた女たち　 篠　綾子 文藝春秋 281.04 ｼ

仁明天皇　　 遠藤　慶太 吉川弘文館 288.41 ﾆ

本多静六　 北　康利 実業之日本社 289.1 ﾎ

徳川家康の決断　 本多　隆成 中央公論新社 289.1 ﾄ

すばらしい失敗　「数独の父」鍜治真起の仕事と遊び　 ニコリ ニコリ 289.1 ｶ

家康の正妻　築山殿　悲劇の生涯をたどる　 黒田　基樹 平凡社 289.1 ﾂ

エリザベス女王　 日経ナショナルジオグラフィック 289.3 ｴ

リプトン自伝　 トーマス・リプトン 論創社 289.3 ﾘ

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12月号
10/16から11/15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

世界の幻想的な風景　 ＭｄＮ編集部 エムディエヌコーポレーション 290.87 ｾ

宮本常一の旅学　 福田　晴子 八坂書房 290.9 ﾌ

廃城をゆく　８　決戦の城 イカロス出版 291.09 ﾊ

１０日で走破！自転車で行く東海道五十三次　 成美堂出版 291.5 ﾄ

女人京都　 酒井　順子 小学館 291.62 ｻ

今昔地図でたどる京都大路散歩　 原島　広至 学芸出版社 291.62 ﾊ

五島列島　 後藤　暢子 辰巳出版 291.93 ｺﾞ

新しい女性、新妻房子への手紙　 中野　清作 黎明書房 295.3 ﾅ

マジカル・ラテンアメリカ・ツアー　 嘉山　正太 集英社インターナショナル 295.5 ｶ

ニュージーランドの大らかで自然に寄りそう暮らし３６５日　 草野　亜希子 自由国民社 297.2 ｸ

ダイナミックな自然とレトロかわいい町ハワイ島へ　 三谷　かおり イカロス出版 297.6 ﾐ

レッド・ルーレット　 デズモンド・シャム 草思社 302.2 ｼ

キャンセルカルチャー　 前嶋　和弘 小学館 302.5 ﾏ

天才たちの未来予測図　　 高橋　弘樹 マガジンハウス 304 ﾀ

Ｑを追う 藤原　学思 朝日新聞出版 304 ﾌ

毎日新聞コラム「余録」選　２００３～２０２２　 柳川　時夫 毎日新聞出版 304 ﾔ

オックスフォード大教授が問う思考停止社会ニッポン 苅谷　剛彦 中央公論新社 304 ｶ

危機の地政学　 イアン・ブレマー 日経ＢＰ日本経済新聞出版 304 ﾌﾞ

日本の伸びしろ 出口　治明 文藝春秋 304 ﾃﾞ

マイナンバーカードで得する本　 宝島社 317.6 ﾏ

白バイ隊員交通取り締まりとほほ日記　 洋吾 講談社ビーシー 317.7 ﾖ

近代日本外交史　 佐々木　雄一 中央公論新社 319.1 ｻ

終活・相続コンサルタントが活躍するための実践手引書　 一橋　香織 日本法令 324.7 ｼ

「戦争」は許されるのか？　 稲葉　義泰 イカロス出版 329 ｲ

「経済成長」とは何か　 田村　秀男 ワニ・プラス 331.1 ﾀ

イノベーション　 清水　洋 有斐閣 331.8 ｼ

スタグフレーション　 加谷　珪一 祥伝社 332.1 ｶ

ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ　ＦＯＲ　ＳＡＬＥ　 ハビアー・ブラス 日経ＢＰ日本経済新聞出版 334.7 ﾌﾞ

ヒトゴトにしない社会へ　 アノニマ・スタジオ ＫＴＣ中央出版 335.8 ﾋ

１冊目に読みたいＤＸの教科書　 荒瀬　光宏 ＳＢクリエイティブ 336.1 ｱ

みんな違う。それでも、チームで仕事を進めるために大切なこと　 岩井　俊憲 ディスカヴァー・トゥエンティワン 336.3 ｲ

６０分でわかる！インボイス＆消費税超入門　 土屋　裕昭 技術評論社 336.9 ﾂ

世界インフレの謎　　 渡辺　努 講談社 337.9 ﾜ

バフェット・クラブの金言　 阿部　修平 日経ＢＰ 338.1 ｱ

水族館のアシカはいくらで買える？ 野崎　敏彦 合同フォレスト 349 ﾉ

聞く技術聞いてもらう技術　 東畑　開人 筑摩書房 361.4 ﾄ

持続可能な介護保険制度の考え方　 そえだ　勝 同友館 364.4 ｿ

限界ニュータウン　 吉川　祐介 太郎次郎社エディタス 365.3 ﾖ

雇用か賃金か日本の選択　 首藤　若菜 筑摩書房 366.2 ｼ

発達障害フリーランス　 銀河 翔泳社 366.2 ｷﾞ

適職の地図　 土谷　愛 かんき出版 366.2 ﾂ

老人をなめるな　　 下重　暁子 幻冬舎 367.7 ｼ

ぼけと利他　 伊藤　亜紗 ミシマ社 369.26 ｲ

障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策　 鹿野　佐代子 翔泳社 369.27 ｼ

子どもに一発で伝わる！説明の技術　 土居　正博 学陽書房 375.1 ﾄﾞ

ビジネスとしての東大受験　 黒田　将臣 星海社 376.8 ｸ

「１日３０分」を続けなさい！　人生勝利の勉強法５５　　 古市　幸雄 マガジンハウス 379.7 ﾌ

怒らなくても「自分からやる子」が育つ親の言動○△×　 高嶋　舞 サンマーク出版 379.9 ﾀ

道草を食いながら　 石毛　直道 岩波書店 383.8 ｲ

京都の食文化 佐藤　洋一郎 中央公論新社 383.8 ｻ

民具のデザイン図鑑　 武蔵野美術大学民俗資料室 誠文堂新光社 383.9 ﾐ

葬儀！　 ジュリエット・カズ 柏書房 385.6 ｶ

戦術の本質　完全版 木元　寛明 ＳＢクリエイティブ 391.3 ｷ

メディアが報じない戦争のリアル　 小川　和久 ＳＢクリエイティブ 392 ｵ

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

世界を支配する人々だけが知っている１０の方程式　 デイヴィッド・サンプター 光文社 410.4 ｻ

カンタン電卓操作術　第３版 ＴＡＣ電卓研究会 ＴＡＣ株式会社出版事業部 418.6 ｶ

東大の先生！文系の私に超わかりやすく物理を教えてください！　 西成　活裕 かんき出版 420 ﾆ

元素に名前をつけるなら　 江頭　和宏 オーム社 431.1 ｴ

面白くて眠れなくなる宇宙　 高水　裕一 ＰＨＰエディターズ・グループ 440.4 ﾀ

かけらが語る地球と人類１３８億年の大図鑑　 ミニ・ミュージアム 河出書房新社 450 ｶ

揺れる大地を賢く生きる　 鎌田　浩毅 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 453 ｶ

前恐竜時代　 土屋　健 ブックマン社 457.8 ﾂ

美しいインクルージョンの鉱物図鑑　 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｒｕｃｈｉ エクスナレッジ 459 ｳ

散歩がもっと楽しくなる四季の草花図鑑　 多田　多恵子 宝島社 470 ｻ

我が思ひ出　牧野富太郎＜遺稿＞　　新版 牧野　富太郎 北隆館 470.4 ﾏ

キリンのひづめ、ヒトの指　 郡司　芽久 ＮＨＫ出版 481.1 ｸﾞ

熊鷹　孤高の狩人　 真木　広造 メイツユニバーサルコンテンツ 488.7 ﾏ

パンダが日本にやってきた！　来日５０周年メモリアル　 日本パンダ保護協会 朝日新聞出版 489.5 ﾊﾟ

運動脳　ＢＲＡＩＮ　 アンデシュ・ハンセン サンマーク出版 491.3 ﾊ

老いはのどからやってくる 宮本　隆治 サンマーク出版 491.3 ﾐ

乳酸菌と食物繊維が腸を壊す　　 宇野　良治 宝島社 493.4 ｳ

「足がよくつる」人のお助けＢＯＯＫ　 出沢　明 主婦の友社 493.6 ﾃﾞ

身近な人が認知症になったら 佐藤　眞一 西東社 493.7 ﾐ

ドーパミン中毒　 アンナ・レンブケ 新潮社 493.7 ﾚ

脊柱管狭窄症は自分で治せる！　 酒井　慎太郎 内外出版社 494.6 ｻ

聴こえの障がいと補聴器・人工内耳入門　 黒田　生子 学苑社 496.6 ｸ

入れ歯専門医が教える「あえて残さない」歯の健康生活　 大前　太美雄 河出書房新社 497.5 ｵ

野菜は「生」で食べてはいけない　 奥野　修司 講談社ビーシー 498.5 ｵ

７５歳からのラクラク１品栄養ごはん　 中村　育子 扶桑社 498.5 ﾅ

職場でできるアンガーマネジメント　 佐藤　恵子 誠信書房 498.8 ｻ

世界で一番やさしい建築入門　最新改訂版 小平　惠一 エクスナレッジ 520 ｺ

東京レトロ建築さんぽ　　増補改訂版 倉方　俊輔 エクスナレッジ 523.1 ｸ

旅する煉瓦　 深尾　精一 鹿島出版会 524.4 ﾌ

住宅リフォームを考えたら必ず読む本　新版 二宮　生憲 あさ出版 527 ﾆ

建築家の自邸探訪　 田中　卓志 扶桑社 527 ｹ

間取り図大好き！　　増改築版 間取り図ナイト 扶桑社 527.1 ﾏ

新・日本懐かし自販機大全　　 魚谷　祐介 辰巳出版 582.4 ｳ

大人のおしゃれはこなれがすべて　 坪田　あさみ パルコエンタテインメント事業部 589.2 ﾂ

６０代からを身軽に幸せに生きる便利帖　 晋遊舎 590 ﾛ

この人と、一緒にいるって決めたなら　 タサン志麻 日経ＢＰ 590.4 ﾀ

実践！はじめてのホームファイリング 長野　ゆか 同文舘出版 591 ﾅ

ぽっちゃりさんもいろいろ気にせず着たい服　 月居　良子 文化学園文化出版局 593.3 ﾂ

はじめてでもできるワンポイント刺しゅうＢＯＯＫ　３５０図案　 日本ヴォーグ社 594.2 ﾊ

モチーフ編みのあったかウエア＆こもの　 ブティック社 594.3 ﾓ

やせる筋肉の鍛え方　 石井　直方 学研プラス 595.6 ｲ

家族のつくおき　 ｎｏｚｏｍｉ 主婦の友社 596 ﾉ

みその本　 飛田　和緒 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾋ

仕事のあとでも作る気になるおつかれごはん　　 ぴーきち 扶桑社 596 ﾋﾟ

小鍋仕立ての絶品鍋　 小林　まさみ 成美堂出版 596 ｺ

絶品パイ料理　 カラム・フランクリン グラフィック社 596.2 ﾌ

ワタナベマキのいまどき乾物料理　 ワタナベ　マキ ＮＨＫ出版 596.3 ﾜ

きょうのおやつは何にする？　  ＮＨＫ出版 596.6 ｷ

ポリ袋でかんたん！甘酒＆酒粕でつくる天然酵母パン　 梶　晶子 河出書房新社 596.6 ｶ

さつまいものお菓子　 若山　曜子 家の光協会 596.6 ﾜ

古民家のカフェとレストラン　 ぴあ 596.7 ｺ

仕事と人生に効く教養としての紅茶　 藤枝　理子 ＰＨＰ研究所 596.7 ﾌ

はじめてパパになる本　 今田　義夫 実業之日本社 599 ﾊ

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

山奥ビジネス　 藻谷　ゆかり 新潮社 601.1 ﾓ

相棒は秋田犬　 村山　二朗 カンゼン 645.6 ﾑ

図書館司書３２人が選んだ犬の本棚　 高野　一枝 郵研社 645.6 ﾀ

最短で成果を出す！ブログ副業で月収１０万円　 滝沢　琴子 技術評論社 673.3 ﾀ

手口ニュートラル　 上野　真理子 太田出版 674.4 ｳ

ファンダメンタルズ×テクニカルマーケティング 木下　勝寿 実業之日本社 675 ｷ

秘蔵映像でよみがえる日本の廃線５０　ヴィジュアル版　 ＮＨＫ「にっぽんの廃線」制作班 祥伝社 686.2 ﾋ

世界のすごい駅　 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 686.5 ｾ

観光立国・日本　ポストコロナ時代の戦略　 箱谷　真司 光文社 689.2 ﾊ

テレビはプロレスから始まった 福留　崇広 イースト・プレス 699.6 ﾌ

もっと知りたい中国の美術　 富田　淳 東京美術 702.2 ﾄ

鉄道と美術の１５０年　 左右社 708.7 ﾃ

読む名品創立１５０年東京国立博物館の国宝　 宝島社 709.1 ﾖ

名画の中で働く人々 中野　京子 集英社 723 ﾅ

ビリー・ショーウェルのわかりやすいボタニカルアート ビリー・ショーウェル ボーンデジタル 724.4 ｼ

かもめニッキ　 週末北欧部ｃｈｉｋａ 講談社 726.1 ﾁ

篠田桃紅　 平凡社 728.2 ｼ

めでる張り子　 アトリエおはよう 文化学園文化出版局 754.9 ｱ

ヴィンテージ・ピアニストの魅力　 青柳　いづみこ アルテスパブリッシング 762.8 ｱ

唱歌「蛍の光」と帝国日本　 大日方　純夫 吉川弘文館 767.7 ｵ

教養としての能楽史　　 中村　雅之 筑摩書房 773.2 ﾅ

時代劇が前衛だった　 古賀　重樹 淡交社 778.2 ｺ

噺家小三治　 橘　蓮二 河出書房新社 779.1 ﾔ

アート筋トレでスリム美体に！　 野田　航平 さくら舎 780.7 ﾉ

平尾誠二さんのこと　 藪木　宏之 講談社 783.4 ﾋ

パックンの最新野球英語講座　 パトリック・ハーラン ベースボール・マガジン社 783.7 ﾊ

これからの競馬の話をしよう　 藤沢　和雄 小学館 788.5 ﾌ

大切なことはすべて茶道が教えてくれる。　 石川　雅俊 クロスメディア・パブリッシング 791 ｲ

１日５分いけばなの歴史　 細川　武稔 淡交社 793.2 ﾎ

中国語とはどのような言語か　 橋本　陽介 東方書店 825 ﾊ

キムチ韓国語超入門　　 山崎　玲美奈 朝日出版社 829.1 ﾔ

悪魔の英語術　 黒田　莉々 集英社インターナショナル 830 ｸ

英文学者がつぶやく英語と英国文化をめぐる無駄話　 安藤　聡 平凡社 830.4 ｱ

遠山顕のいつでも！英会話入門　２２年秋号　 遠山　顕 ＮＨＫ出版 837.8 ﾄ

教養としての「ラテン語の授業」　 ハン　ドンイル ダイヤモンド社 892 ﾊ

ビタミンＢＯＯＫＳ　さみしさに効く読書案内　　 重松　清 新潮社 B019.9 ｼ

地曵いく子のお悩み相談室　ババア上等！番外編　 地曳　いく子 集英社 B159.6 ｼﾞ

賊軍の将・家康　 安藤　優一郎 日経ＢＰ日本経済新聞出版 B210.48ｱ

神田神保町書肆街考　　 鹿島　茂 筑摩書房 B213.61ｶ

イギリス社会史１５８０－１６８０　 キース・ライトソン 筑摩書房 B233.05ﾗ

史疑徳川家康　　 村岡　素一郎 河出書房新社 B289.1 ﾄ

極夜行前　　 角幡　唯介 文藝春秋 B297.8 ｶ

家の歴史を書く　　 朴　沙羅 筑摩書房 B334.4 ﾊﾟ

仕事人生を、プレゼン力で変える。　　 三谷　宏治 日経ＢＰ日本経済新聞出版 B336.4 ﾐ

数字にだまされない本　 深沢　真太郎 日経ＢＰ日本経済新聞出版 B410.4 ﾌ

原子・原子核・原子力 山本　義隆 岩波書店 B429 ﾔ

地図をつくった男たち　明治測量物語　 山岡　光治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B448.9 ﾔ

個性という幻想　 ハリー・スタック・サリヴァン 講談社 B493.7 ｻ

危機迫る日本の防衛産業　 桜林　美佐 潮書房光人新社 B559.0 ｻ

絵画を読む　イコノロジー入門　　 若桑　みどり 筑摩書房 B723.3 ﾜ

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）
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