
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 多様性の時代を生きるための哲学 鹿島 茂 ほか[著] 祥伝社 019.9 カ

2
「これって違法!?」の心配が消えるITリテラシーを高める基礎知識

SNS別最新著作権入門
井上 拓 誠文堂新光社 021.2 イ

3 “正しい”を疑え! 真山 仁 岩波書店 081 イ 957 岩波ジュニア新書

4 津田梅子　女子教育を拓く 高橋 裕子 岩波書店 081 イ 958 岩波ジュニア新書

5 記者がひもとく「少年」事件史　少年がナイフを握るたび大人たちは理由を探す 川名 壮志 岩波書店 081 イ 1941 岩波新書

6 日本中世の民衆世界　西京神人の千年 三枝 暁子 岩波書店 081 イ 1942 岩波新書

7 古代ギリシアの民主政 橋場 弦 岩波書店 081 イ 1943 岩波新書

8 40歳からは自由に生きる　生物学的に人生を考察する 池田 清彦 講談社 081 コ 2675 講談社現代新書

9 新・哲学入門 竹田 青嗣 講談社 081 コ 2676 講談社現代新書

10 今を生きる思想　ハンナ・アレント　全体主義という悪夢 牧野 雅彦 講談社 081 コ 2677 講談社現代新書

11 今を生きる思想　ショーペンハウアー　欲望にまみれた世界を生き抜く 梅田 孝太 講談社 081 コ 2678 講談社現代新書

12 縛られる日本人　人口減少をもたらす「規範」を打ち破れるか メアリー・C.ブリントン 中央公論新社 081 チ 2715 中公新書

13 カラー版　絵画で読む『失われた時を求めて』 吉川 一義 中央公論新社 081 チ 2716 中公新書

14 アイルランド現代史　独立と紛争、そしてリベラルな富裕国へ 北野 充 中央公論新社 081 チ 2717 中公新書

15 カラー版　キリスト教美術史　東方正教会とカトリックの二大潮流 瀧口 美香 中央公論新社 081 チ 2718 中公新書

16 わからなさを生きる哲学 岡山 敬二 亜紀書房 104 オ

17 日本語からの哲学　なぜ<です・ます>で論文を書いてはならないのか? 平尾 昌宏 晶文社 104 ヒ

18 ネム船長の哲学航海記Ⅰ　ソクラテスからの質問　「価値は人それぞれ」でいいのか 根無 一信 名古屋外国語大学出版会 131 ネ

19 歴史総合パートナーズ⑬　なぜ「啓蒙」を問い続けるのか 森村 敏己 清水書院 133 モ

20 科学的に自分を思い通りに動かす　セルフコントロール大全 堀田 秀吾　木島 豪 ディスカヴァー・トゥエンティワン 141.8 ホ

21 考えすぎてしまうあなたへ　心配・落ち込み・モヤモヤ思考を手放すセラピー グウェンドリン・スミス CCCメディアハウス 146.8 ス

22 「利他」とは何か
伊藤 亜紗 [編]
中島 岳志 ほか[著] 集英社 151.5 リ 新書

23 本当の「頭のよさ」ってなんだろう?　勉強と人生に役立つ、一生使えるものの考え方 齋藤 孝 誠文堂新光社 159.7 サ 　

24 歴史学のトリセツ　歴史の見方が変わるとき 小田中 直樹 筑摩書房 201.2 オ 新書

25 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかる北欧史
村井 誠人 [監修]
大溪 太郎 [監修]

河出書房新社 238.9 イ

26 アメリカの歴史を知るための 65章 [第４版] 富田 虎男 ほか[編著] 明石書店 253 ア

27 人物叢書　新装版　橘嘉智子 勝浦 令子
日本歴史学会 [編集]

吉川弘文館 281.8 ジ 316

28 青年家康　松平元康の実像 柴 裕之 KADOKAWA 289.1 ト

29 水のない川　暗渠でたどる東京案内 本田 創 山川出版社 291.3 ホ
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30 歴史総合パートナーズ⑯　北方領土のなにが問題? 黒岩 幸子 清水書院 319.1 ク

31 日中百年戦争 城山 英巳 文藝春秋 319.1 シ 新書

32 18歳までに知っておきたい法のはなし 神坪 浩喜 みらいパブリッシング 320 カ

33 死刑について 平野 啓一郎 岩波書店 326.4 ヒ

34 大都市はどうやってできるのか 山本 和博 筑摩書房 331 ヤ 新書

35 SDGs用語辞典　イラスト・図解でよくわかる!　地球を救う厳選キーワード400 小林 亮 監修 山と溪谷社 333.8 エ

36 「友だち」から自由になる 石田 光規 光文社 361.4 イ 新書

37 ジェンダーのとびらを開こう　自分らしく生きるために 村田 晶子 ほか[著] 大和書房 367.1 ジ

38 １４歳の世渡り術　「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由
あなたのいばしょは、必ずあるから 大空 幸星 河出書房新社 368.3 オ

39 アクセシブルデザインの発想　不便さから生まれる「便利製品」 星川 安之 岩波書店 369.1 ホ

40 カーザ・ヴェルディ　世界一ユニークな音楽家のための高齢者施設 藤田 彩歌 
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

369.2 フ

41 日本の気候変動5000万年史　四季のある気候はいかにして誕生したのか 佐野 貴司 ほか[著] 講談社 408 ブ 2212 ブルーバックス

42 1日4分　世界標準の科学的トレーニング　今日から始める「タバタトレーニング」 田畑 泉 講談社 408 ブ 2213 ブルーバックス

43 時計遺伝子　からだの中の「時間」の正体 岡村 均 講談社 408 ブ 2214 ブルーバックス

44 東京大学の先生伝授　文系のためのめっちゃやさしい　時間 吉田 直紀 [監修] ニュートンプレス 421.2 ブ

45 数学ガールの物理ノート　波の重ね合わせ 結城 浩 SBクリエイティブ 424 ユ

46 宇宙を動かしているものは何か 谷口 義明 光文社 440.1 タ 新書

47 地図帳の深読み　鉄道編 今尾 恵介 帝国書院 448.9 イ

48 「空の科学」が一冊でまるごとわかる 白鳥 敬 ベレ出版 451 シ

49 なぜ、その地形は生まれたのか?　自然地理で読み解く日本列島80の不思議 松本 穂高 日本実業出版社 454.9 マ

50 科学のカタチ 養老 孟司 　宮崎 徹 時事通信出版局 460.4 ヨ

51 くだらないものがわたしたちを救ってくれる キム・ジュン 柏書房 467.2 キ

52 日本の高山植物　どうやって生きているの? 工藤 岳 光文社 471.7 ク 新書

53 岩波科学ライブラリー 314　「死んだふり」で生きのびる　生き物たちの奇妙な戦略 宮竹 貴久 岩波書店 481.7 ミ

54 WindowScape　[北欧編]　名建築にみる窓のふるまい
東京工業大学
塚本由晴研究室 [編]

塚本 由晴 ほか[著]

フィルムアート社 524.8 ト

55 イラストでわかる乗り物　001　透視イラストでわかる鉄道のしくみ図鑑 松島 浩一郎 [イラスト] 天夢人 536 ト  

56 しくみ図解ｼﾘｰｽﾞ　電子工作が一番わかる　回路図の書き方から基板製作まで理解する 馬場 政勝 技術評論社 549 バ

57 マンガでわかる　楽しい草取り 西尾 剛 [著]
坂木 浩子 [イラスト]

誠文堂新光社 615.6 ニ

58 ネコはここまで考えている　動物心理学から読み解く心の進化 高木 佐保 慶應義塾大学出版会 645.7 タ

59 獣医師を目指す君たちへ　ワンヘルスを実現するキャリアパス 中山 裕之 東京大学出版会 649.8 ナ

60 にっぽんの鉄道150年　蒸気機関車から新幹線、リニアへ 野田 隆 平凡社 686.2 ノ 新書

2/4 2022年11月新着案内



書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

61 笑顔のつぎ木　東京藝大・クローン文化財
宮廻 正明 [監修]
深井 隆 [監修]
IKI [編著]

東京美術 709 ト

62 映画と旅する365日　物語のある風景  パイインターナショナル 778.2 エ

63 新時代のスポーツ教育学
小野 雄大 [編著]
梶 将徳 [編著]

小学館集英社プロダクション 780.7 シ

64 ハンドボール　目からウロコのポジション別上達術＜ゴールキーパー編＞
スポーツイベント・
ハンドボール編集部
 [編著]

グローバル教育出版 783.3 メ

65 ハンドボール　目からウロコのシュート術
スポーツイベント・
ハンドボール編集部
 [編著]

グローバル教育出版 783.3 メ

66 ハンドボール　目からウロコのポジション別上達術　<コートプレーヤー編>
スポーツイベント・
ハンドボール編集部
 [編著]

グローバル教育出版 783.3 メ

67 ハンドボール　目からウロコのDF戦術
スポーツイベント・
ハンドボール編集部
 [編著]

グローバル教育出版 783.3 メ

68 ハンドボール　目からウロコの個人技術
スポーツイベント・
ハンドボール編集部
 [編著]

グローバル教育出版 783.3 メ

69 DO　YOU　SPEAK　FOOTBALL?　世界のフットボール表現事典 トム・ウィリアムズ イースト・プレス 783.4 ウ

70 サッカー「いい選手」の考え方　個とチームを強くする30の方法 鬼木 祐輔 池田書店 783.4 オ

71 サッカー止める蹴る解剖図鑑 風間 八宏 エクスナレッジ 783.4 カ

72 ライバルに差をつけろ！　自主練習シリーズ　サッカー 西田 勝彦 ベースボール・マガジン社 783.4 ニ

73 剣道 一本を取るための 「体づくり」　実戦力向上トレーニング 高橋 健太郎 [監修] メイツユニバーサルコンテンツ 789.3 ケ

74 日本語文法がわかる事典　新装版 林 巨樹 ほか[編] 東京堂出版 815 ニ

75 漢字の成り立ち図解 落合 淳思 人文書院 821.2 オ

76 五〇人の作家たち　日本文学って、おもしろい! 岡山 典弘 新典社 910.2 オ

77 新装版　文豪の風景　舞台を知れば、文学が鮮明に見えてくる
高橋 敏夫 [監修]
田村 景子 [監修]

エクスナレッジ 910.2 ブ

78 invert Ⅱ　覗き窓の死角 相沢 沙呼 講談社 913.6 ア 2

79 エフィラは泳ぎ出せない 五十嵐 大 東京創元社 913.6 イ

80 修羅奔る夜 伊東 潤 徳間書店 913.6 イ

81 付き添うひと 岩井 圭也 ポプラ社 913.6 イ

82 掌に眠る舞台 小川 洋子 集英社 913.6 オ

83 夜がうたた寝してる間に 君嶋 彼方 KADOKAWA 913.6 キ

84 遠い指先が触れて 島口 大樹 講談社 913.6 シ

85 競争の番人　内偵の王子 新川 帆立 講談社 913.6 シ 2

86 音楽が鳴りやんだら 高橋 弘希 文藝春秋 913.6 タ

87 新!　店長がバカすぎて 早見 和真 角川春樹事務所 913.6 ハ

88 若葉荘の暮らし 畑野 智美 小学館 913.6 ハ

89 キッズ・アー・オールライト　The Kids Are Alright 丸山 正樹 朝日新聞出版 913.6 マ

90 「枕草子」 決めの一文 はんざわ かんいち 新典社 914.3 ハ 新書

91 日刊イ・スラ　私たちのあいだの話 イ・スラ 朝日出版社 929.1 イ
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92 幻の女　[新訳版] ウイリアム・アイリッシュ 早川書房 933.7 ア 文庫

93 地球の中心までトンネルを掘る ケヴィン・ウィルソン 東京創元社 933.7 ウ

94 動物農園 ジョージ・オーウェル 中央公論新社 933.7 オ

95 新訳　老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ 左右社 933.7 ヘ

96 終戦日記一九四五 エーリヒ・ケストナー 岩波書店 945.7 ケ 文庫

97 ウクライナ戦争日記
Stand　With
Ukraine　Japan [編]

左右社編集部 [編]
左右社 989.4 ウ
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