
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 プログラミングC#　[改訂８版] Ian　Griffiths オライリー・ジャパン 007.6 グ

2 パーフェクトC#　[改訂４版] 斎藤 友男 　市井 文弥 技術評論社 007.6 サ

3 やさしいC#　[改訂３版] 高橋 麻奈 SBクリエイティブ 007.6 タ

4 すごいHaskellたのしく学ぼう! Miran　Lipovača オーム社 007.6 リ

5 図書館を語る　未来につなぐメッセージ 山崎 博樹 青弓社 010.4 ヤ

6 公共図書館を育てる 永田 治樹 青弓社 016.2 ナ

7 総合百科事典 ポプラディア　第三版　１巻～１８巻 　 ポプラ社 031 ポ 1-18

8 ギネス世界記録　2022 クレイグ・グレンディ [編] 角川アスキー総合研究所 031.5 ギ  

9 頼朝と義時　武家政権の誕生 呉座 勇一 講談社 081 コ 2636 講談社現代新書

10 大人のいじめ 坂倉 昇平 講談社 081 コ 2640 講談社現代新書

11 詩とは何か 吉増 剛造 講談社 081 コ 2641 講談社現代新書

12 医療崩壊　真犯人は誰だ 鈴木 亘 講談社 081 コ 2642 講談社現代新書

13 古代中国の24時間　秦漢時代の衣食住から性愛まで 柿沼 陽平 中央公論新社 081 チ 2669 中公新書

14 サウジアラビア　「イスラーム世界の盟主」の正体 高尾 賢一郎 中央公論新社 081 チ 2670 中公新書

15 親孝行の日本史　道徳と政治の1400年 勝又 基 中央公論新社 081 チ 2671 中公新書

16 南極の氷に何が起きているか　気候変動と氷床の科学 杉山 慎 中央公論新社 081 チ 2672 中公新書

17 国造　大和政権と地方豪族 篠川 賢 中央公論新社 081 チ 2673 中公新書

18 寝るまえ5分のパスカル　「パンセ」入門 アントワーヌ・コンパニョン 白水社 135.2 パ

19 文系のための めっちゃやさしい 心理学 下山 晴彦 [監修] ニュートンプレス 140 ブ

20 フロイト、無意識について語る フロイト 光文社 146.1 フ 文庫

21 心はどこへ消えた? 東畑 開人 文藝春秋 146.8 ト

22 さよたんていの　おなやみ相談室 さよたんてい ぴあ株式会社関西支社 159 サ

23 神話でたどる日本の神々 平藤 喜久子 筑摩書房 172 ヒ 新書

24 地形で読む日本　都・城・町は、なぜそこにできたのか 金田 章裕 
日経BP
日本経済新聞
出版本部

210 キ 新書

25 はじめての考古学 松木 武彦 筑摩書房 210 マ 新書

26 北条氏の時代 本郷 和人 文藝春秋 210.4 ホ 新書

27 明日のための現代史　＜上巻 1914〜1948＞ 「歴史総合」の視点で学ぶ世界大戦 伊勢 弘志 芙蓉書房出版 210.6 イ 1

28 明治日本はアメリカから何を学んだのか　米国留学生と『坂の上の雲』の時代 小川原 正道 文藝春秋 210.6 オ 新書

29 日本史人名よみかた辞典　2 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 281 ニ 2

30 歴飯ヒストリア 加来 耕三 ほか つちや書店 281 レ

31 世界一清潔な空港の清掃人 新津 春子 朝日新聞出版 289.1 ニ

32 インド残酷物語　世界一たくましい民 池亀 彩 集英社 302.2 イ 新書

33 ポピュリズム　デモクラシーの友と敵 カス・ミュデ ほか 白水社 311.7 ミ  
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34 ヨーロッパ・コーリング・リターンズ　社会・政治時評クロニクル ブレイディみかこ 岩波書店 312.3 ブ 文庫

35 地政学入門 佐藤 優 KADOKAWA 312.9 サ 新書

36 中学生の質問箱　平等ってなんだろう?　あなたと考えたい身近な社会の不平等 齋藤 純一 平凡社 316.1 サ

37 続・ものがたりで学ぶ経済学入門 根井 雅弘 中央経済社 331 ネ 2

38 暴力の哲学 酒井 隆史 河出書房新社 361.3 サ 文庫

39 東京の生活史 岸 政彦 [編] 筑摩書房 361.7 ト  

40 格差という虚構 小坂井 敏晶 筑摩書房 361.8 コ 新書

41 幸福の測定　ウェルビーイングを理解する 鶴見 哲也 ほか 中央経済社 361.9 コ  

42 壁を壊すケア　「気にかけあう街」をつくる
井手 英策 [編]

加藤 忠相 ほか[著]
岩波書店 369 カ

43 ちくまQブックス　マイテーマの探し方　探究学習ってどうやるの? 片岡 則夫 筑摩書房 375 カ

44 なるにはBooks　大学学部調べ　社会福祉学部　中高生のための学部選びガイド 元木 裕 ぺりかん社 375 ナ 別巻

45 なるにはBooks　アニメ業界で働く 小杉 眞紀 ほか[著] ぺりかん社 375 ナ ﾎ27

46 どうする？どうなる？これからの「国語」教育 紅野 謙介 [編] 幻戯書房 375.8 ド

47 独学大全　絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法 読書猿 ダイヤモンド社 379.7 ド

48 日本外食全史 阿古 真理 亜紀書房 383.8 ア

49 ラーメンの歴史学　ホットな国民食からクールな世界食へ バラク・クシュナー 明石書店 383.8 ク  

50 コーヒーと日本人の文化誌　世界最高のコーヒーが生まれる場所 メリー・ホワイト 創元社 383.8 ホ

51 仲人の近代　見合い結婚の歴史社会学 阪井 裕一郎 青弓社 385.4 サ

52 暗記しないで化学入門　電子を見れば化学はわかる 平山 令明 講談社 408 ブ 2185 ブルーバックス

53 図解　人類の進化　猿人から原人、旧人、現生人類へ 斎藤 成也 ほか 講談社 408 ブ 2186 ブルーバックス

54 天文学者に素朴な疑問をぶつけたら宇宙科学の最先端までわかったはなし 津村 耕司 大和書房 440 ツ

55 天文年鑑2022年版 天文年鑑編集委員会 誠文堂新光社 440 テ

56 春に見える星や星座をやさしく解説　星空教室　春の星座 藤井 旭 誠文堂新光社 443.8 フ

57 夏に見える星や星座をやさしく解説　星空教室　夏の星座 藤井 旭 誠文堂新光社 443.8 フ

58 秋に見える星や星座をやさしく解説　星空教室　秋の星座 藤井 旭 誠文堂新光社 443.8 フ

59 冬に見える星や星座をやさしく解説　星空教室　冬の星座 藤井 旭 誠文堂新光社 443.8 フ

60 火星ガイドブック 鳫 宏道 恒星社厚生閣 445.3 ガ

61 木星・土星ガイドブック 鳫 宏道 恒星社厚生閣 445.5 ガ

62 空のふしぎがすべてわかる!　すごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎 KADOKAWA 451 ア

63 新訂　竜巻　メカニズム・被害・身の守り方 小林 文明 成山堂書店 451.5 コ

64 積乱雲　都市型豪雨はなぜ発生する? 小林 文明 成山堂書店 451.6 コ

65 毛　生命と進化の立役者 稲葉 一男 光文社 463.7 イ 新書

66 ニュースなカラス、観察奮闘記 樋口 広芳 文一総合出版 488.9 カ

67 クジラのおなかに入ったら 松田 純佳 ナツメ社 489.6 マ

68 宇宙空間と人体メカニズム Ⅱ　宇宙飛行士はどんな夢をみるか?　宇宙船生活のリアリティー 立花 正一 [監修] 恒星社厚生閣 498.4 ウ

69 誰も知らない日建設計　世界最大級の設計者集団の素顔 宮沢 洋 
日経BP
日本経済新聞
出版本部

510.9 ニ

70 鉄道安全解体新書 中村 英夫 ほか オーム社 516 ナ
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71 変わり続ける!　シブヤ系まちづくり 渋谷未来デザイン 工作舎 518.8 カ  

72 気候崩壊　次世代とともに考える 宇佐美 誠 岩波書店 519 ウ

73 城にまつわる言葉をイラストと豆知識でいざ!  読み解く　日本の城語辞典
萩原 さちこ [著]

三浦 正幸  [監修]
誠文堂新光社 521.8 ハ

74 超速でわかる!　宇宙ビジネス 片山 俊大 すばる舎 538.9 カ

75 今日からモノ知りシリーズ　トコトンやさしい環境発電の本 山﨑 耕造 日刊工業新聞社 543 ヤ

76 送電鉄塔ガイドブック 送電鉄塔研究会 オーム社 544.1 ソ  

77 いいかげんなロボット　ソフトロボットが創るしなやかな未来 鈴森 康一 化学同人 548.3 ス

78 「半導体」のことが一冊でまるごとわかる 井上 伸雄 　蔵本 貴文 ベレ出版 549.8 イ

79 岩田さん　岩田聡はこんなことを話していた。 ほぼ日刊イトイ新聞 ほぼ日 589.7 イ  

80 アメリカからやってきた、みんなで作る　おもち、大福、おだんごの本 Kaori　Becker オライリー・ジャパン 596.6 ベ

81 その農地、私が買います　高橋さん家の次女の乱 高橋 久美子 ミシマ社 610.4 タ 　

82 調香師が語る　香料植物の図鑑 フレディ・ゴズラン ほか[著] 原書房 617.6 ゴ  

83 世界「失敗」製品図鑑　「攻めた失敗」20例でわかる成功への近道 荒木 博行 日経BP 675.3 ア

84 リ・デザイン思考法　宇宙開発から生まれた発想ツール 山方 健士 　湊 宣明 実務教育出版 675.3 ヤ

85 鉄道旅のトラブル対処術 松本 典久 天夢人 686.5 マ

86 ちびまる子ちゃんの社会学 友原 嘉彦 古今書院 726.1 チ

87 大谷翔平　二刀流の軌跡 ジェイ・パリス 辰巳出版 783.7 オ

88 47都道府県・伝統工芸百科 関根 由子 ほか[著] 丸善出版 750.2 ヨ  

89 映画で楽しむ宇宙開発史 日達 佳嗣 鳥影社 778 ヒ

90 スポーツをしない子どもたち 田中 充 　森田 景史 育鵬社 780.2 タ 新書

91 茶の湯のトリビア 中村 幸 淡交社 791 ナ 新書

92 外国語の水曜日再入門 黒田 龍之助 白水社 807 ク

93 日本語はこわくない 飯間 浩明 PHP研究所 810.4 イ

94 新明解故事ことわざ辞典　第二版 三省堂編修所 三省堂 813.4 シ

95 世にも美しい三字熟語 西角 けい子 ダイヤモンド社 814.4 ニ

96 新版　ぎりぎり合格への論文マニュアル 山内 志朗 平凡社 816.5 ヤ 新書

97 [英文対照] 朝日新聞　天声人語　2021　秋　vol.206 朝日新聞論説委員室 原書房 837 ア

98 創作者のための　ドイツ語ネーミング辞典　ドイツの伝説から人名、文化まで 伸井 太一 ホビージャパン 843.3 ノ

99 ドイツ語読解教室　「魔王」「第九」から「ドイツ国歌」まで全8曲を解説 大西 光弘 白水社 847.5 オ

100 羽ばたくロシア語　旅歩きで初級からステップアップ! 土岐 康子 　三神 エレーナ 白水社 880 ト

101 ロシア語の余白の余白 黒田 龍之助 白水社 880.4 ク

102 世界文学の名作を「最短」で読む　日本語と英語で味わう50作 栩木 伸明 [編訳] 筑摩書房 902 セ

103 女の子の謎を解く 三宅 香帆 笠間書院 902 ミ

104 総特集　向田邦子　脚本家と作家の間で  河出書房新社 910.2 ム

105 読まなければなにもはじまらない　いまから古典を<読む>ために 木越 治　丸井 貴史 文学通信 910.2 ヨ

106 六人の噓つきな大学生 浅倉 秋成 KADOKAWA 913.6 ア

107 結　妹背山婦女庭訓波模様 大島 真寿美 文藝春秋 913.6 オ
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108 Butterfly　World　最後の六日間 岡崎 琢磨 双葉社 913.6 オ

109 透明な夜の香り 千早 茜 集英社 913.6 チ

110 闇祓 辻村 深月 KADOKAWA 913.6 ツ

111 ルーティーンズ 長嶋 有 講談社 913.6 ナ

112 境界のポラリス 中島 空 講談社 913.6 ナ

113 黒牢城　Arioka　Citadel　case 米澤 穂信 KADOKAWA 913.6 ヨ

114 僕たちはどう生きるか　言葉と思考のエコロジカルな転回 森田 真生 集英社 914.6 モ

115 眠りの航路 呉 明益 白水社 923.7 ゴ

4/4 2022年1月新着案内


