
書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社

メタバースと経済の未来 井上　智洋 文藝春秋 007.3 ｲ

ＮＦＴで趣味をお金に変える ｔｏｃｈｉ 青春出版社 007.3 ﾄ

次世代プラットフォームイーサリアムがよくわかる本 廣田　章 秀和システム 007.6 ﾋ

児童書作家の思いつき 杉山　亮 仮説社 019.5 ｽ

夢の砦　 矢崎　泰久 ハモニカブックス 051.6 ﾔ

新聞は偉そうに噓をつく　 高山　正之 新潮社 070.4 ﾀ

教養として学んでおきたい現代哲学者１０人　 岡本　裕一朗 マイナビ出版 102.8 ｵ

ミシェル・フーコー 箱田　徹 講談社 135.5 ﾌ

しぐさで心理を読む方法　 山辺　徹 河出書房新社 140.4 ﾔ

情報を正しく選択するための認知バイアス事典　 情報文化研究所 フォレスト出版 141.5 ｼﾞ

孤独という病　 池田　清彦 宝島社 141.6 ｲ

「なりたい自分」へ加速する問いかけコーチング 一条　佳代 三笠書房 146.8 ｲ

親は選べないが人生は選べる　 高橋　和巳 筑摩書房 146.8 ﾀ

しくじりをした人は、なぜ神社に行くと大成功するのか？　 八木　龍平 サンマーク出版 147 ﾔ

ツイッターで学ぶ「正義の教室」　 坂爪　真吾 晶文社 158 ｻ

テレフォン人生相談　心の仮面をはずそう　 加藤　諦三 ニッポン放送 159 ｶ

１位思考　 猿渡　歩 ダイヤモンド社 159.4 ｴ

超ミニマル主義　 四角　大輔 ダイヤモンド社 159.4 ﾖ

老害の壁　 和田　秀樹 エクスナレッジ 159.7 ﾜ

どろどろのキリスト教　 清涼院　流水 朝日新聞出版 192 ｾ

まるわかり近現代史 津野田　興一 文藝春秋 209.5 ﾂ

対決！日本史　３　維新から日清戦争篇 安部　龍太郎 潮出版社 210.04 ｱ

日本文化ＰＯＰ＆ＲＯＣＫ　 セバスチャン高木と和樂ｗｅｂ編集部 笠間書院 210.12 ﾆ

古代の刀剣　 小池　伸彦 吉川弘文館 210.3 ｺ

ヤマトタケルの謎　 豊田　有恒 祥伝社 210.3 ﾄ

日本の古代豪族　 瀧音　能之 宝島社 210.3 ﾆ

徳川十六将　 菊地　浩之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 210.47 ｷ

徳川家康と武田信玄　 平山　優 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 210.47 ﾋ

天下人の日本史　 本郷　和人 宝島社 210.47 ﾎ

徳川家康「関東国替え」の真実　 安藤　優一郎 有隣堂 210.48 ｱ

そうだったのか！江戸の暮らしと仕事 朝日新聞出版 210.5 ｿ

テーマ別だから政治も文化もつかめる江戸時代　 伊藤　賀一 朝日新聞出版 210.5 ﾃ

大塩平八郎の乱　 藪田　貫 中央公論新社 210.58 ﾔ

懐かしの昭和３０年代　 宝島社 210.76 ﾅ

日本の歴史問題　改題新版 波多野　澄雄 中央公論新社 210.76 ﾊ

江ノ電沿線歴史さんぽ　 泉　秀樹 有隣堂 213.7 ｲ

琉球・沖縄を知る図鑑　 田名　真之 平凡社 219.9 ﾘ

越境の中国史　 菊池　秀明 講談社 222.3 ｷ

中世ヨーロッパ騎士道の作法　 祝田　秀全 Ｇ．Ｂ． 230.4 ﾁ

女たちのレボリューション ジュディ・コックス 作品社 238.07 ｺ

スターリンの正体　 舛添　要一 小学館 238.07 ﾏ

「アマゾンおケイ」の肖像　 小川　和久 集英社インターナショナル 289.1 ｵ

国商　最後のフィクサー葛西敬之　 森　功 講談社 289.1 ｶ

私のことはわたしが決める　 竹内　尚代 社会評論社 289.1 ﾀ

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≫2023年2月号
12/16から1/15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

「奥州の竜」伊達政宗　 佐藤　貴浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 289.1 ﾀﾞ

藤原道長　 大津　透 山川出版社 289.1 ﾌ

三流シェフ　 三國　清三 幻冬舎 289.1 ﾐ

バブルの王様　 森　功 小学館 289.1 ﾓ

英国王室とエリザベス女王の１００年　 君塚　直隆 宝島社 289.3 ｴ

いつか旅してみたい世界の美しい古都　 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 290.93 ｲ

いちばん心ときめく季節の日本の城と絶景　 ＭｄＮ編集部 エムディエヌコーポレーション 291.08 ｲ

ＮＨＫカールさんとティーナさんの古民家村だより　 ＮＨＫ「カールさんとティーナさんの古民家村だより」 主婦と生活社 291.41 ｴ

京都不案内　 森　まゆみ 世界思想社 291.62 ﾓ

悠久の教えをひもとく中国のことばと絶景１００　　 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 292.2 ﾕ

インド文化読本　 小磯　千尋 丸善出版 292.5 ｲ

ハワイの穏やかで心通わせる暮らし３６５日　 石川　結雨子 自由国民社 297.6 ｲ

引き裂かれるアメリカ　 町山智浩＋ＢＳ朝日 ＳＢクリエイティブ 302.5 ﾋ

予言された世界　 落合　信彦 小学館 304 ｵ

ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた　 斎藤　幸平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 304 ｻ

「常識」が通じない世界で日本人はどう生きるか　 ジョージ・ソロス 宝島社 304 ｼﾞ

憲法からよむ政治思想史　 高山　裕二 有斐閣 311.2 ﾀ

さらば総理　 田原　総一朗 朝日新聞出版 312.1 ﾀ

日本の政治「解体新書」　 八幡　和郎 小学館 312.1 ﾔ

プーチン　上・下 キャサリン・ベルトン 日経ＢＰ日本経済新聞出版 312.3 ﾍﾞ

新・図解地政学入門　 高橋　洋一 あさ出版 312.9 ﾀ

世襲　 中川　右介 幻冬舎 314.1 ﾅ

商社マン、エルサルバドル大使になる　 樋口　和喜 集英社インターナショナル 319.1 ﾋ

ウクライナ戦争　 小泉　悠 筑摩書房 319.3 ｺ

世界のリーダー１８５人ヒロシマ、ナガサキで発した「言葉」 三山　秀昭 南々社 319.8 ﾐ

遺産分割協議の進め方がわかる本　　 高野　洋平 小学館スクウェア 324.7 ﾀ

民事訴訟法への招待　 伊藤　眞 有斐閣 327.2 ｲ

ぼくたちクルド人　 野村　昌二 合同出版 329.9 ﾉ

エコノフェイクス　 フアン・トーレス・ロペス サンマーク出版 331 ﾄ

アフター・アベノミクス　 軽部　謙介 岩波書店 332.1 ｶ

起業の教科書　 斉藤　啓太 サンライズパブリッシング 335 ｻ

天才読書　　 山崎　良兵 日経ＢＰ 335.1 ﾔ

マスコミ対策の舞台裏　 鈴木　正義 日経ＢＰ 336 ｽ

時間を「うまく使う人」と「追われる人」の習慣　 滝井　いづみ 明日香出版社 336.2 ﾀ

ゆるい職場　 古屋　星斗 中央公論新社 336.4 ﾌ

儲かる会社の「しゃべる」数字　 萩口　義治 日経ＢＰ日本経済新聞出版 336.8 ﾊ

ＮＩＳＡのすべてがわかる本　 トミィ ソーテック社 338.8 ﾄ

政府債務　 森田　長太郎 東洋経済新報社 341 ﾓ

超得！ふるさと納税　 藤原　久敏 彩図社 345 ﾌ

同調圧力のトリセツ　　 鴻上　尚史 小学館 361.4 ｺ

「社会正義」はいつも正しい ヘレン・プラックローズ 早川書房 361.5 ﾌﾟ

団地と共生　 岡崎　広樹 論創社 365.3 ｵ

娘が理解できません　 岩井　俊憲 小学館クリエイティブ 367.3 ｲ

脱・下流老人　 藤田　孝典 ＮＨＫ出版 367.7 ﾌ

歌舞伎町と貧困女子　　 中村　淳彦 宝島社 368.4 ﾅ

私だけ年を取っているみたいだ。　 水谷　緑 文藝春秋 369 ﾐ

人生最後に失敗しない！イラストと図解でよくわかる高齢者施設の選び方　岡本　弘子 宝島社 369.26 ｼﾞ

だれも私たちに「失格の烙印」を押すことはできない　 キム　ウォニョン 小学館 369.27 ｷ

知識ゼロからのＳＴＥＡＭ教育　 中島　さち子 幻冬舎 375.4 ﾅ

傷つきやすいアメリカの大学生たち　 グレッグ・ルキアノフ 草思社 377.2 ﾙ

世界の絶滅危惧食　 ダン・サラディーノ 河出書房新社 383.8 ｻ

世界の麵図鑑　 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 383.8 ｾ

生き物をうさがみそーれー　 盛口　満 八坂書房 383.8 ﾓ

絶望の自衛隊　 三宅　勝久 花伝社 392.1 ﾐ

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

なぜ理系に女性が少ないのか　 横山　広美 幻冬舎 407 ﾖ

データ分析をマスターする１２のレッスン　　新版 畑農　鋭矢 有斐閣 417 ﾊ

宇宙の図鑑　 沼澤　茂美 誠文堂新光社 440 ﾇ

新種発見！　見つけて、調べて、名付ける方法　 馬場　友希 山と溪谷社 461 ｼ

禁断の進化史　 更科　功 ＮＨＫ出版 469.2 ｻ

有職植物図鑑　 八條　忠基 平凡社 472.1 ﾊ

「老いない」動物がヒトの未来を変える　 スティーヴン・Ｎ．オースタッド 原書房 481.3 ｵ

よくわかる漢方・薬膳　 柳沢　侑子 ユーキャン学び出版 490.9 ﾔ

人体最強の臓器　皮膚のふしぎ　 椛島　健治 講談社 491.3 ｶ

内臓を温めるという提案　 山口　勝利 アスコム 493.1 ﾔ

「自傷的自己愛」の精神分析　　 斎藤　環 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 493.7 ｻ

うつ病で２０代全部詰んでたボクが回復するまでにやったこと　デラさん サンクチュアリ出版 493.7 ﾃﾞ

図解いちばんわかりやすい醜形恐怖症　 原井　宏明 河出書房新社 493.7 ﾊ

図解やさしくわかる強迫症　 原井　宏明 ナツメ社 493.7 ﾊ

アニメ療法　 パントー・フランチェスコ 光文社 493.7 ﾊﾟ

７０歳８０歳を笑顔で超える生き方　 和田　秀樹 さくら舎 493.7 ﾜ

とれない「痛み」はない　 柏木　邦友 幻冬舎 494.2 ｶ

めまいは頭を高くして寝ると治る 北原　糺 マキノ出版 496.6 ｷ

青木式すごい「感冷」健康法　 青木　厚 新星出版社 498.3 ｱ

ねこ背は治る！　新装版　 小池　義孝 自由国民社 498.3 ｺ

美くびれデザイン　 廣田　なお 幻冬舎 498.3 ﾋ

最高の睡眠は腸活で手に入る　 辨野　義己 扶桑社 498.3 ﾍﾞ

科学の力で元気になる３８のコツ　 堀田　秀吾 アスコム 498.3 ﾎ

１日１杯血液のおそうじスープ　 栗原　毅 アスコム 498.5 ｸ

顔のない遭難者たち　 クリスティーナ・カッターネオ 晶文社 498.9 ｶ

香りを楽しむ特徴がわかるアロマ図鑑　 アネルズあづさ ナツメ社 499.8 ｱ

体はゆく　 伊藤　亜紗 文藝春秋 501.8 ｲ

アッテンボロー生命・地球・未来　 デイヴィッド・アッテンボロー 東洋経済新報社 519.0 ｱ

アジア「窓」紀行　 田熊　隆樹 草思社 522 ﾀ

国産航空機の歴史　 笠井　雅直 吉川弘文館 538.0 ｶ

宇宙大航海時代　 ＪＡＸＡ宇宙大航海時代検討委員会 誠文堂新光社 538.9 ｳ

ネットワーク超入門講座　第５版 三上　信男 ＳＢクリエイティブ 547.4 ﾐ

日本の香り物語　新版 宮沢　敏子 八坂書房 576.6 ﾐ

日本のおいしい酒旅　 朝日新聞出版 朝日新聞出版 588.5 ﾆ

金持ちＦＩＲＥ貧乏ＦＩＲＥ　 パトリック・ハーラン 宝島社 591 ｶ

スタイとこもの　 朝日新聞出版 朝日新聞出版 594 ｽ

時を超える幸せの針仕事　 鷲沢　玲子 日本ヴォーグ社 594.9 ﾜ

骨格補正メイク 池田　曜央子 主婦の友社 595.5 ｲ

日本の家庭料理とレシピの一〇〇年　 平凡社 596 ﾆ

藤井恵さんの更年期ごはん　 藤井　恵 世界文化ブックス 596 ﾌ

金曜日のほろよい１０００円ふたりメシ　 おづ　まりこ 文藝春秋 596.0 ｵ

ジジイの台所　 沢野　ひとし 集英社クリエイティブ 596.0 ｻ

ええかげん論　 土井　善晴 ミシマ社 596.0 ﾄﾞ

ウクライナの料理と歴史　 オレナ・ブライチェンコ 小学館 596.2 ｳ

一生ものイタリアン　 大島　節子 主婦と生活社 596.2 ｵ

野田シェフのドイツ料理　 野田　浩資 メトロポリタンプレス 596.2 ﾉ

新感覚！おうちで乾物レストラン　 野田　智也 ＮＨＫ出版 596.3 ﾉ

豆腐、豆乳、豆乳ヨーグルトのおやつ　 今井　ようこ 文化学園文化出版局 596.6 ｲ

ホットケーキミックスの絶品おやつ　 ムラヨシ　マサユキ 主婦と生活社 596.6 ﾑ

東京の山カフェ・海カフェ　 Ｇ．Ｂ． 596.7 ﾄ

箸置きの世界　 串岡　慶子 平凡社 596.9 ｸ

人生が変わる紙片づけ！ 石阪　京子 ダイヤモンド社 597.5 ｲ

５６歳で初めて父に、４５歳で初めて母になりました　 中本　裕己 ワニ・プラス 598.2 ﾅ

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

ルポ食が壊れる　 堤　未果 文藝春秋 611.3 ﾂ

稀食満面　　 川内　イオ 主婦の友社 612.1 ｶ

森林に何が起きているのか　 吉川　賢 中央公論新社 654.5 ﾖ

ファーストペンギン　 坪内　知佳 講談社 660.6 ﾂ

ゼロから学べるブログ×サイト運営×集客の自動化　 菅家　伸 ソーテック社 673.3 ｶ

一生お金に困らない家投資の始め方　 永野　彰一 クロスメディア・パブリッシング 673.9 ﾅ

外食を救うのは誰か　 鷲尾　龍一 日経ＢＰ 673.9 ﾜ

西武鉄道のすべて　　改訂版 「旅と鉄道」編集部 天夢人 686.0 ｾ

ジブリパーク公式ガイドブック　 ジブリパーク 689.5 ｼﾞ

通信地政学２０３０　 堀越　功 日経ＢＰ 694 ﾎ

災厄の絵画史　 中野　京子 日経ＢＰ日本経済新聞出版 723 ﾅ

優雅な生活が最高の復讐である　 カルヴィン・トムキンズ 田畑書店 723.5 ﾏ

たった３０日で「プロ級の絵」が楽しみながら描けるようになる本 マーク・キスラー 東洋経済新報社 725 ｷ

野村重存のリアル鉛筆画テクニック　 野村　重存 日貿出版社 725.5 ﾉ

日々臆測　 ヨシタケ　シンスケ 光村図書出版 726.1 ﾖ

奥深き切り絵の世界　 蒼山　日菜 ＮＨＫ出版 726.9 ｱ

はじめてのｉＭｏｖｉｅ　Ｍａｃ／ｉＰｈｏｎｅ／ｉＰａｄ対応　 斎賀　和彦 秀和システム 746.7 ｻ

Ｎｏｔｅｓ　ｉｎ　Ｕｋｒａｉｎｅ　 Ｈｉｒｏｎｏｒｉ　ＫＯＤＡＭＡ イースト・プレス 748 ｺ

土門拳のこどもたち　 土門　拳 クレヴィス 748 ﾄﾞ

名曲喫茶探訪　 Ｗｅｂマガジン「ＯＮＴＯＭＯ」 音楽之友社 760.9 ﾒ

伝説の音楽雑誌ティーンビート　ビートルズ特集保存版　 『ティーンビート』ビートルズ特集保存版編集委員会 シンコーミュージック・エンタテイメント 764.7 ﾃﾞ

ＧＡＣＫＴのドス黒いメンタリズム　 ＧＡＣＫＴ ＮＯＲＴＨ　ＶＩＬＬＡＧＥ 767.8 ｶﾞ

ホントのコイズミさん　 小泉　今日子 ３０３　ＢＯＯＫＳ 767.8 ｺ

新編狂言のことだま　 山本　東次郎（４世） クレス出版 773.9 ﾔ

なぜ、この芸人は売れ続けるのか？　 中西　正男 マキノ出版 779.0 ﾅ

江戸の暮らしと落語ことはじめ　 三遊亭　兼好 ＫＴＣ中央出版 779.1 ｻ

疲れない体と不屈のメンタル　 鳥谷　敬 ＰＨＰ研究所 780.7 ﾄ

スキー技術の真実　 鈴木　聡一郎 合同フォレスト 784.3 ｽ

山の今昔物語　 工藤　隆雄 天夢人 786.1 ｸ

アントニオ猪木闘魂の遺伝子　 門馬　忠雄 文藝春秋 788.2 ﾓ

教養としての上級語彙　 宮崎　哲弥 新潮社 814 ﾐ

にゃんこ四字熟語辞典　２ 西川　清史 飛鳥新社 814.4 ﾆ

中国語は不思議　 橋本　陽介 新潮社 820.4 ﾊ

タイ語のかたち　　ワイド版 山田　均 白水社 829.3 ﾔ

ちいかわ英会話　 ナガノ 講談社 837.8 ﾅ

にぎやかなロシア語メモ　 黒田　龍之助 大修館書店 884 ｸ

装幀百花　菊地信義のデザイン 菊地　信義 講談社 B022.5 ｷ

＜共生＞から考える　倫理学集中講義　 川本　隆史 岩波書店 B150.4 ｶ

継体天皇　 関　裕二 新潮社 B210.32 ｾ

眠れないほどおもしろい徳川実紀　 板野　博行 三笠書房 B289.1 ﾄ

新編山渓記　紀行集　 冠　松次郎 山と溪谷社 B291.09 ｶ

リヴァイアサン　上・下　 トマス・ホッブズ 筑摩書房 B311 ﾎ

言い換えるとちょっと得する言葉　 川上　徹也 三笠書房 B336.4 ｶ

横田めぐみさんから届いた「命の手紙」　 佐藤　佐知典 文芸社 B391.6 ｻ

潮風の下で　 レイチェル・カーソン 山と溪谷社 B468.8 ｶ

４０人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた　 デイヴィッド・Ｊ．リンデン 河出書房新社 B491.3 ﾘ

貧乏大好き 東海林　さだお 大和書房 B596.0 ｼ

飲むぞ今夜も、東京で　　 太田　和彦 小学館 B596.7 ｵ

通も知らない！鉄道の雑学事典　 櫻田　純 青春出版社 B686.2 ﾂ

地上最強の男　世界ヘビー級チャンピオン列伝　 百田　尚樹 新潮社 B788.3 ﾋ

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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