
書　　　　　　　　　　　名 著者名 出版社

世界のヘンな研究 五十嵐　杏南 中央公論新社 002 ｲ

アメリカの大学生が学んでいる本物の教養　 斉藤　淳 ＳＢクリエイティブ 002 ｻ

例題１００でしっかり学ぶメディアリテラシー標準テキスト改訂第２版 定平　誠 技術評論社 007.3 ｻ

超デジタル世界 西垣　通 岩波書店 007.3 ﾆ

ＮＦＴのすべて マット・フォートナウ 翔泳社 007.3 ﾌ

調べる技術　 小林　昌樹 皓星社 007.5 ｺ

図解まるわかり要件定義のきほん　 西村　泰洋 翔泳社 007.6 ｽﾞ

ビジュアルデータサイエンティスト基本スキル８４　　 野村総合研究所データサイエンスラボ 日経ＢＰ日本経済新聞出版 007.6 ﾋﾞ

図書館にまいこんだこどもの大質問 こどもの大質問編集部 青春出版社 015.2 ﾄ

絵本はホスピタリティの宝箱　 元気が湧く かもがわ出版 019.5 ｴ

情報洪水時代の歩き方　 大野　伸 同文舘出版 070.4 ｵ

哲学１００の基本　 岡本　裕一朗 東洋経済新報社 104 ｵ

絶望から抜け出す心理学 加藤　諦三 ＰＨＰ研究所 159 ｶ

君たちの生存戦略　 佐藤　優 ジャパンタイムズ出版 159 ｻ

ＹＯＵＲ　ＴＩＭＥ　 鈴木　祐 河出書房新社 159 ｽ

ハイパフォーマー思考　 増子　裕介 ディスカヴァー・トゥエンティワン 159.4 ﾏ

君は君の人生の主役になれ　 鳥羽　和久 筑摩書房 159.7 ﾄ

徹底討論！問われる宗教と“カルト”　 島薗　進 ＮＨＫ出版 160.4 ﾃ

はじめての世界神話　 蔵持　不三也 世界文化社 164 ﾊ

あなたの牛を追いなさい　 枡野　俊明 毎日新聞出版 188.8 ﾏ

「未来」とは何か　 デイビッド・クリスチャン ニューズピックス 204 ｸ

日本はこうしてつくられた　カラー版　３　徳川家康 安部　龍太郎 小学館 210.04 ｱ

なぜ、日本には碁盤目の土地が多いのか　 金田　章裕 日経ＢＰ日本経済新聞出版 210.04 ｷ

最期の日本史　 本郷　和人 扶桑社 210.04 ﾎ

歴史をうがつ眼　 松本　清張 中央公論新社 210.04 ﾏ

超訳深読みしたい人のための歴史書図鑑　 伊藤　賀一 かんき出版 210.08 ﾁ

東京に眠る巨大貝塚の謎　中里貝塚　 安武　由利子 新泉社 210.25 ﾔ

装飾古墳の謎　　 河野　一隆 文藝春秋 210.32 ｶ

戦国日本の生態系　 高木　久史 講談社 210.47 ﾀ

家康の天下取り　 加来　耕三 つちや書店 210.48 ｶ

日露戦争の時代　 鈴木　貞美 平凡社 210.67 ｽ

ノモンハン戦記を読み解く　 佐々木　健悦 社会評論社 210.7 ｻ

昭和史の人間学　 半藤　一利 文藝春秋 210.7 ﾊ

昭和史の核心　　 保阪　正康 ＰＨＰ研究所 210.7 ﾎ

中国青銅器入門　 山本　堯 新潮社 222.03 ﾔ

米中ソに翻弄されたアジア史　 江崎　道朗 扶桑社 223.5 ﾍﾞ

中世史とは何か　 ジョン・Ｈ．アーノルド 岩波書店 230.4 ｱ

野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」 小野寺　拓也 山川出版社 234.07 ｵ

図説六角氏と観音寺城　 新谷　和之 戎光祥出版 288.3 ｼ

古代豪族大神氏　 鈴木　正信 筑摩書房 288.3 ｽ

１０２歳、一人暮らし。 石井　哲代 文藝春秋 289.1 ｲ

お市の方の生涯　 黒田　基樹 朝日新聞出版 289.1 ｵ

若冲が待っていた　辻惟雄自伝　 辻　惟雄 小学館 289.1 ﾂ

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3月号
1/16から2/15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

家康の本棚　 大中　尚一 日本能率協会マネジメントセンター 289.1 ﾄ

徳川家康　波乱の人生をたどる　 英和出版社 289.1 ﾄ

好きを生きる　 牧野　富太郎 興陽館 289.1 ﾏ

シュリーマンと八王子　 伊藤　貴雄 第三文明社 289.3 ｼ

ヴォロディミル・ゼレンスキー　 ギャラガー・フェンウィック 作品社 289.3 ｾﾞ

天空の里高所集落を訪ねて 天野　一郎 白山書房 291.01 ｱ

温泉百名山　 飯出　敏夫 集英社インターナショナル 291.09 ｲ

まっぷる大河ドラマどうする家康　 昭文社 291.09 ﾏ

まるごとぜんぶ町田の本　 ぴあ 291.36 ﾏ

シベリアのビートルズ　 多田　麻美 亜紀書房 292.93 ﾀ

南極の食卓　 渡貫　淳子 家の光協会 297.9 ﾜ

秋田から考えるアジアの地域協力　 熊谷　嘉隆 芦書房 302.2 ｱ

この国は歪んだニュースに溢れている　 辛坊　治郎 ＰＨＰエディターズ・グループ 304 ｼ

正義の味方が苦手です　 古市　憲寿 新潮社 304 ﾌ

未来力　 三木谷　浩史 文藝春秋 304 ﾐ

西山太吉最後の告白　 西山　太吉 集英社 312.1 ﾆ

さらば、男性政治　 三浦　まり 岩波書店 312.1 ﾐ

ポピュリズムに揺れる欧州政党政治　 パスカル・ペリノー 白水社 312.3 ﾍﾟ

流山がすごい　 大西　康之 新潮社 318.2 ｵ

偽情報戦争 小泉　悠 ウェッジ 319 ﾆ

プーチンの失敗と民主主義国の強さ　 原田　泰 ＰＨＰ研究所 319.3 ﾊ

武器としての国際人権　 藤田　早苗 集英社 329.2 ﾌ

世界のマネージョーク集　 早坂　隆 中央公論新社 330.4 ﾊ

未来の年表　 河合　雅司 講談社 334.3 ｶ

総合商社とはなにか　 猿島　弘士 平凡社 335.4 ｻ

戦略プロフェッショナル　決定版　 三枝　匡 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336.1 ｻ

指導者の不条理　 菊澤　研宗 ＰＨＰ研究所 336.3 ｷ

フリーランスがインボイスで損をしない本　 原　尚美 日本実業出版社 336.9 ﾊ

世界の富裕層がお金を増やしている方法　 志村　暢彦 ダイヤモンド社 338.1 ｼ

脱炭素投資入門　 日本経済新聞出版 日経ＢＰ日本経済新聞出版 338.1 ﾀﾞ

対話力　 阿川　佐和子 ＳＢクリエイティブ 361.4 ｱ

自己正当化という病　 片田　珠美 祥伝社 361.4 ｶ

人間関係ＢＥＳＴ１００　 内藤　誼人 総合法令出版 361.4 ﾅ

悪意の科学　 サイモン・マッカーシー＝ジョーンズ インターシフト 361.4 ﾏ

消費社会を問いなおす　 貞包　英之 筑摩書房 361.5 ｻ

近代部落史　増補 黒川　みどり 平凡社 361.8 ｸ

図解日本一やさしい年金の正解　 横山　光昭 ワン・パブリッシング 364.6 ﾖ

パワハラ上司を科学する　　 津野　香奈美 筑摩書房 366.3 ﾂ

９９％離婚　 龍　たまこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 367.3 ﾅ

シチリアの奇跡　 島村　菜津 新潮社 368.5 ｼ

母という呪縛　 齊藤　彩 講談社 368.6 ｻ

悪さをしない子は悪人になります 廣井　亮一 新潮社 368.7 ﾋ

私たちの「終の住処」　 網中　裕之 ＰＨＰエディターズ・グループ 369.26 ｱ

指と耳で見る、目と手で聞く　 金治　直美 ぺりかん社 369.27 ｶ

障害者支援員もやもや日記　 松本　孝夫 三五館シンシャ 369.27 ﾏ

虐待したことを否定する親たち　 宮口　智恵 ＰＨＰ研究所 369.4 ﾐ

だれが校則を決めるのか　 内田　良 岩波書店 375.2 ﾀﾞ

やっかいな問題はみんなで解く　 堂目　卓生 世界思想社 377.0 ﾔ

東京１０大学の１５０年史　 小林　和幸 筑摩書房 377.2 ｺ

一生頭がよくなり続けるすごい脳の使い方　 加藤　俊徳 サンマーク出版 379.7 ｶ

災間に生かされて　 赤坂　憲雄 亜紀書房 380.4 ｱ

おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら言った　 金井　真紀 岩波書店 388.8 ｶ

防衛省に告ぐ　 香田　洋二 中央公論新社 393.2 ｺ

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

直感とちがう数学　 葉一 Ｇａｋｋｅｎ 410.4 ﾁ

一度読んだら絶対に忘れない化学の教科書　 左巻　健男 ＳＢクリエイティブ 430 ｻ

宇宙の終わり　 ニュートンプレス 443.9 ｳ

新・ビジュアル古生物事典　 ニュートンプレス 457 ｼ

ウイルスとは何か　 長谷川　政美 中央公論新社 465.8 ﾊ

見わけがすぐつく野草・雑草図鑑　 山田　隆彦 成美堂出版 470 ﾐ

魔女の森　 サンドラ・ローレンス グラフィック社 474.8 ﾛ

鳥類学が教えてくれる「鳥」の秘密事典　 陳　湘静 ＳＢクリエイティブ 488.1 ﾁ

知らなかった！パンダ　 アドベンチャーワールド「パンダチーム」 新潮社 489.5 ｼ

寿命ハック　 ニクラス・ブレンボー 新潮社 491.3 ﾌﾞ

文系のためのめっちゃやさしい筋肉　　 佐々木　一茂 ニュートンプレス 491.3 ﾌﾞ

すごい自力整体　 矢上　真理恵 ダイヤモンド社 492.7 ﾔ

運動を頑張らなくても血圧がみるみる下がる食べ方大全　 苅尾　七臣 文響社 493.2 ｶ

医師が教える新しい腸活レシピ　 江田　証 池田書店 493.4 ｴ

ＨＳＰブームの功罪を問う　 飯村　周平 岩波書店 493.7 ｲ

認知症といわれたら　 繁田　雅弘 講談社 493.7 ﾆ

０歳からのおうち矯正　 鈴木　設矢 弘文堂 497.7 ｽ

患者が知らない開業医の本音　 松永　正訓 新潮社 498.1 ﾏ

若返りの医学　 太田　博明 さくら舎 498.3 ｵ

カラダのゆがみ解消！　 マガジンハウス 498.3 ｶ

すごい行動力　 加藤　俊徳 朝日新聞出版 498.3 ｶ

見るだけで体が変わる魔法のイラスト 小池　義孝 自由国民社 498.3 ｺ

ドライフルーツとナッツの教科書　 井上　嘉文 大学教育出版 498.5 ｲ

面白いほどわかるたんぱく質の新常識　 藤田　聡 宝島社 498.5 ｵ

「武漢日記」が消された日　 マイケル・ベリー 河出書房新社 498.6 ﾍﾞ

亡国のエコ　 杉山　大志 ワニブックス 519.1 ｽ

「大地の再生」実践マニュアル　 矢野　智徳 農山漁村文化協会 519.8 ﾔ

宇宙の歩き方太陽系ＴＲＡＶＥＬ　ＢＯＯＫ　 鈴木　喜生 Ｇ．Ｂ． 538.9 ｽ

電力崩壊　 竹内　純子 日経ＢＰ日本経済新聞出版 540.9 ﾀ

よくわかる最新テスターの基本と実践　 小暮　裕明 秀和システム 541.5 ｺ

電線の恋人　 石山　蓮華 平凡社 541.6 ｲ

黒い海　 伊澤　理江 講談社 557.8 ｲ

日本酒外交　 門司　健次郎 集英社 588.5 ﾓ

９０歳、ひとり暮らしの知恵袋 大崎　博子 宝島社 590 ｵ

今さら、再びの夫／婦二人暮らし　 上田　淳子 オレンジページ 590.4 ｳ

９０日で「貯める力」をつける本　 横山　光昭 ディスカヴァー・トゥエンティワン 591 ﾖ

楽しい！はじめてのダーニング　 宝島社 593.3 ﾀ

アヌ＆アヌの動物ニット　第２版 アヌー・ラウド 誠文堂新光社 594.3 ﾗ

今、作りたいスマホショルダー ブティック社 594.7 ｲ

神崎恵の１０日間できれいになるメイクの練習帳　 神崎　恵 宝島社 595.5 ｶ

６０歳からの毎日がしあわせになるメイク　 レイナ 扶桑社 595.5 ﾛ

へとへとでも手を汚さずに今日のおかずがポリ袋でできちゃった！ ほりえ　さちこ 主婦の友社 596 ﾎ

６０代からのひとり分たんぱく質鍋 村上　祥子 扶桑社 596 ﾑ

世界食味紀行　 芦原　伸 平凡社 596.0 ｱ

中南米グルメ紀行　 さかぐち　とおる 東京堂出版 596.2 ｻ

スーパーのお魚で！港町の漁師飯　 ダンノ　マリコ 春陽堂 596.3 ﾀﾞ

おいしく瘦せるオートミールのお菓子　 おかしな実験室のテツコ マイナビ出版 596.6 ｵ

全２０１カ国＆地域おうちで作れる世界のおやつ　 本山　尚義 廣済堂出版 596.6 ﾓ

極める愉しむ珈琲事典　　決定版 鈴木　太郎 西東社 596.7 ｷ

旅するキッチン　 口尾　麻美 家の光協会 596.9 ｸ

モノが減ると「運」が増える やました　ひでこ 大和書房 597.5 ﾔ

パパのための育児クイズ１１５　 高橋　幸恵 クロスメディア・パブリッシング 599 ﾀ

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

誰が農業を殺すのか　 窪田　新之助 新潮社 611.1 ｸ

図解知識ゼロからの畜産入門　　最新版 田島　淳史 家の光協会 642.1 ｽﾞ

電子レンジで簡単！犬の健康ごはん　 須崎　恭彦 マイナビ出版 645.6 ﾃﾞ

突き抜けろ 三木谷　浩史 幻冬舎 673.3 ﾂ

東京大田区・弁当屋のすごい経営　 菅原　勇一郎 扶桑社 673.9 ｽ

ひとりマーケター　 大澤　心咲 マイナビ出版 675 ｵ

酷道大百科　 鹿取　茂雄 実業之日本社 685.2 ｶ

鉄道聖地巡礼　　 「旅と鉄道」編集部 天夢人 686.2 ﾃ

鉄道きっぷ探究読本 後藤　茂文 河出書房新社 686.5 ｺﾞ

琉球切手を旅する 与那原　恵 中央公論新社 693.8 ﾖ

ギャラリーストーカー 猪谷　千香 中央公論新社 704 ｲ

ムーミンとトーベ・ヤンソン　 ポール・グラヴェット 河出書房新社 726.5 ﾔ

エコクラフトで作る暮らしのかごと小物の部屋　 丹野　安祐子 ブティック社 754.9 ﾀ

ウィーン・フィルの哲学　 渋谷　ゆう子 ＮＨＫ出版 764.3 ｼ

実践！はじめての作曲入門　 竹内　一弘 自由現代社（発売） 767.8 ｼﾞ

名優が語る演技と人生　 関　容子 文藝春秋 772.1 ｾ

日本のアニメ監督はいかにして世界へ打って出たのか？　 数土　直志 星海社 778.7 ｽ

どうする家康　前編　 古沢　良太 ＮＨＫ出版 778.8 ﾄﾞ

＜東京大学名誉教授＞石井直方のさらに深い！筋肉の科学２．０　石井　直方 ベースボール・マガジン社 780.7 ｲ

「挫折」というチカラ　 原　晋 マガジンハウス 782.3 ﾊ

すぐに役立つゴルフルール　２３年度版 沼沢　聖一 池田書店 783.8 ｽ

アイスダンスを踊る　　 宇都宮　直子 集英社 784.6 ｳ

山のリスクとどう向き合うか　 羽根田　治 平凡社 786.1 ﾊ

臆病者の自転車生活　 安達　茉莉子 亜紀書房 786.5 ｱ

“ちょっとした事”で誰でもできる合気のコツ　 湯沢　吉二 ＢＡＢジャパン 789.2 ﾕ

必携茶花ハンドブック　 加藤　淡斎 メトロポリタンプレス 791.6 ｶ

囲碁・石の役割　 足立　泰彦 マイナビ出版 795 ｱ

１手ずつ解説する基本の矢倉　 金井　恒太 マイナビ出版 796 ｶ

ゲームが教える世界の論点　 藤田　直哉 集英社 798.5 ﾌ

言語はこうして生まれる　 モーテン・Ｈ．クリスチャンセン 新潮社 801 ｸ

書くとはどういうことか 梶谷　真司 飛鳥新社 816 ｶ

奇妙な漢字 杉岡　幸徳 ポプラ社 821.2 ｽ

英語の発音をもう一度ひとつひとつわかりやすく。　 山田　暢彦 Ｇａｋｋｅｎ 831.1 ｴ

イギリス英語でしゃべりたい！　 小川　直樹 研究社 831.1 ｵ

シンプル英語フレーズ２０００　音声ＤＬ版 光藤　京子 高橋書店 837.8 ﾐ

精神科医Ｔｏｍｙの気にしない力　 精神科医Ｔｏｍｙ 大和書房 B159 ﾄ

世界の宗教地図わかる！読み方　 ライフサイエンス 三笠書房 B162 ｾ

すらすら読める歎異抄　 ひろ　さちや 講談社 B188.7 ｼ

仕事も人生もうまくいく整える力　 枡野　俊明 三笠書房 B188.8 ﾏ

ナチズムの美学　 ソール・フリードレンダー 筑摩書房 B234.07 ﾌ

終着駅　　 宮脇　俊三 河出書房新社 B291.09 ﾐ

ウクライナ通貨誕生　 西谷　公明 岩波書店 B302.3 ﾆ

子どもの文化人類学　　 原　ひろ子 筑摩書房 B389 ﾊ

科学にすがるな！　宇宙と死をめぐる特別授業　 佐藤　文隆 岩波書店 B404 ｻ

植物の形には意味がある　 園池　公毅 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B471.1 ｿ

生きていく絵　 荒井　裕樹 筑摩書房 B493.7 ｱ

大盛り！さだおの丸かじり　 東海林　さだお 文藝春秋 B596.0 ｼ

愛と情熱の山田うどん　 北尾　トロ 河出書房新社 B673.9 ｷ

完本チャンバラ時代劇講座　１　 橋本　治 河出書房新社 B778.2 ﾊ

韓くに文化ノオト　 小倉　紀蔵 筑摩書房 B829.1 ｵ

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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