
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 極(エッセンシャル)アウトプット　「伝える力」で人生が決まる 樺沢 紫苑 小学館 002.7 カ 新書

2 ブックセラーズ・ダイアリー　スコットランド最大の古書店の一年 ショーン・バイセル 白水社 024.8 バ

3 地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと ラース・ヘンリク・オーゴード 晶文社 034.9 オ

4 編集者ディドロ　仲間と歩く『百科全書』の森 鷲見 洋一 平凡社 035 デ

5 朝日ジュニア学習年鑑　2022  朝日新聞出版 059 ア

6 縄文人は海を越えたか?　「文化圏と言葉」の境界を探訪する 水ノ江 和同 朝日新聞出版 081 ア 1028

7 作家たちの17歳 千葉 俊二 岩波書店 081 イ 951 岩波ジュニア新書

8 検察審査会　日本の刑事司法を変えるか デイビッド・T.ジョンソン ほか 岩波書店 081 イ 1923 岩波新書

9 これからの住まい　ハウジング・スモールネスの時代へ 川崎 直宏 岩波書店 081 イ 1924 岩波新書

10 学問と政治　学術会議任命拒否問題とは何か 芦名 定道 ほか[著] 岩波書店 081 イ 1925 岩波新書

11 森と木と建築の日本史 海野 聡 岩波書店 081 イ 1926 岩波新書

12 人生百年の教養 亀山 郁夫 講談社 081 コ 2656 講談社現代新書

13 オッサンの壁 佐藤 千矢子 講談社 081 コ 2658 講談社現代新書

14 日本の国会議員　政治改革後の限界と可能性 濱本 真輔 中央公論新社 081 チ 2691 中公新書

15 後悔を活かす心理学　成長と成功を導く意思決定と対処法 上市 秀雄 中央公論新社 081 チ 2692 中公新書

16 カラー版　クモの世界　　糸をあやつる8本脚の狩人 浅間 茂 中央公論新社 081 チ 2693 中公新書

17 日本アニメ史　手塚治虫、宮崎駿、庵野秀明、新海誠らの100年 津堅 信之 中央公論新社 081 チ 2694 中公新書

18 中高生のための哲学入門　「大人」になる君へ 小川 仁志 ミネルヴァ書房 104 オ

19 水中の哲学者たち 永井 玲衣 晶文社 104 ナ

20 「生きがい」と出会うために　神谷美恵子のいのちの哲学 若松 英輔 NHK出版 113 ワ

21 考えない猫が教える　脱力系哲学の言葉
原田 まりる [著]
関 由香 [写真]

大和書房 130.4 ハ

22 しんどい心にさようなら　生きやすくなる55の考え方
きい [著]
ゆうき ゆう [監修]

KADOKAWA 146.8 キ

23 その生きづらさ、「かくれ繊細さん」かもしれません 時田 ひさ子 フォレスト出版 146.8 ト

24 マンガでわかる!10代に伝えたい　人生を前に進める名言集
定政 敬子 [文]
モドロカ [絵]

大和書房 159.8 サ

25 いまさら聞けないキリスト教のおバカ質問 橋爪 大三郎 文藝春秋 190 ハ 新書

26 「なぜ!?」からはじめる世界史　古代〜現代70テーマを読み解き&アップデート! 津野田 興一 山川出版社 209 ツ

27 日本の合戦　解剖図鑑　時代を動かした戦がマルわかり 本郷 和人 [監修] エクスナレッジ 210.1 ニ

28 土偶を読む　130年間解かれなかった縄文神話の謎 竹倉 史人 晶文社 210.2 タ
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29 縄文と世界遺産　人類史における普遍的価値を問う 根岸 洋 筑摩書房 210.2 ネ 新書

30 鏡の古墳時代 下垣 仁志 吉川弘文館 210.3 シ

31 一冊でわかる室町時代 大石 学 [監修] 河出書房新社 210.4 イ

32 宮廷女性の戦国史 神田 裕理 山川出版社 210.4 カ

33 国衆　戦国時代のもう一つの主役 黒田 基樹 平凡社 210.4 ク 新書

34 江戸藩邸へようこそ　三河吉田藩「江戸日記」 久住 祐一郎 集英社インターナショナル 215.5 ク 新書

35 アウシュヴィッツ生還者からあなたへ　14歳、私は生きる道を選んだ リリアナ・セグレ 岩波書店 234 セ

36 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかるブラジル史 関 眞興 河出書房新社 262 セ

37 ブラジルの歴史を知るための50章
伊藤 秋仁
岸和田 仁 明石書店 262 ブ

38 道慈
曾根 正人 [著]
日本歴史学会 [編集]

吉川弘文館 281.8 ジ 312

39 図説　メディチ家の興亡 松本 典昭 河出書房新社 288.3 メ

40 世界でいちばん幸せな男　101歳、アウシュヴィッツ生存者が語る 美しい人生の見つけ方 エディ・ジェイク 河出書房新社 289.3 ジ

41 アンゲラ・メルケル　東ドイツの物理学者がヨーロッパの母になるまで マリオン・ヴァン・ランテルゲム 東京書籍 289.3 メ

42 k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。 k.m.p. 東京書籍 290.9 ケ

43 伊能忠敬の古地図を歩く　江戸東京編 河出書房新社編集部 [編]
河出書房
新社

291 イ

44 旅行ライターになろう! 野添 ちかこ 青弓社 291 ノ

45 池上彰の世界の見方　東欧・旧ソ連の国々　ロシアに服属するか、敵となるか 池上 彰 小学館 302.3 イ

46 ロシア点描　まちかどから見るプーチン帝国の素顔 小泉 悠 PHP研究所 302.3 コ

47 撤退論　歴史のパラダイム転換にむけて 内田 樹 晶文社 304 ウ

48 噓と拡散の世紀　「われわれ」と「彼ら」の情報戦争 ピーター・ポメランツェフ 原書房 312 ポ

49 ルールの世界史 伊藤 毅 
日経BP
日本経済新聞
出版本部

322 イ

50 紛争地のポートレート　「国境なき医師団」　看護師が出会った人々 白川 優子 集英社クリエイティブ 329.3 シ

51 図解　渋沢栄一と「論語と算盤」　「渋沢の人生」と「不朽の名作」を1冊で学ぶ 齋藤 孝 フォレスト出版 335.1 シ

52 10歳でもわかる問題解決の授業　自分の頭で「考える力」が身につく5つの授業 苅野 進 フォレスト出版 336.2 カ

53 日本人の承認欲求　テレワークがさらした深層 太田 肇 新潮社 336.4 オ 新書

54 図解　はじめて学ぶ　みんなのお金 エディ・レイノルズ ほか 晶文社 337 ズ  

55 「コミュ障」のための社会学　生きづらさの正体を探る 岩本 茂樹 中央公論新社 361 イ

56 社会学の名著50冊が1冊でざっと学べる 岡本 裕一朗 KADOKAWA 361 オ

57 CONFLICTED　衝突を成果に変える方法 イアン・レズリー 光文社 361.3 レ

58 UNIQUELY　JAPAN　Discover　What　Makes　Japan　The　Coolest　Place　on　Earth! ABBY　DENSON チャールズ・イー・タトル出版 361.5 デ

59 防災アプリ　特務機関NERV　最強の災害情報インフラをつくったホワイトハッカーの10年 川口 穣 平凡社 369.3 カ

60 なるにはBOOKS　大学学部調べ　歯学部　中高生のための学部選びガイド 橋口 佐紀子 ぺりかん社 375 ナ 別巻

2/5 2022年 6月新着案内



書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

61 声優になるには　改訂版 山本 健翔 ぺりかん社 375 ナ 53

62 こんなに変わった理科教科書 左巻 健男 筑摩書房 375.4 サ 新書

63 ウチの江戸美人 いずみ 朔庵 [著]
ポーラ文化研究所 [監修]

晶文社 383.5 イ 　

64 古代メソポタミア飯　ギルガメシュ叙事詩と最古のレシピ 遠藤 雅司 [著]
古代オリエント博物館 [監修]

大和書房 383.8 エ

65 食べものがたりのすすめ　「食」から広がるワークショップ入門 湯澤 規子 農山漁村文化協会 383.8 ユ

66 ドラゴンは爬虫類　骨格と進化から読みとく　伝説動物の図鑑 川崎 悟司 大和書房 388 カ

67 現代ロシアの軍事戦略 小泉 悠 筑摩書房 392.3 コ 新書

68 ギタンジャリ・ラオ　STEMで未来は変えられる ギタンジャリ・ラオ くもん出版 407 ラ

69 楽器の科学　美しい音色を生み出す 「構造」 と 「しくみ」 フランソワ・デュボワ 講談社 408 ブ 2189 ブルーバックス

70 遺伝子とは何か?　現代生命科学の新たな謎 中屋敷 均 講談社 408 ブ 2198 ブルーバックス

71 なぜ宇宙は存在するのか　はじめての現代宇宙論 野村 泰紀 講談社 408 ブ 2199 ブルーバックス

72 中学生の知識で　数学脳を鍛える 鈴木 貫太郎 大和書房 410 ス

73 学校では教えてくれない　超ディープな数学の教科書 難波 博之 SBクリエイティブ 410 ナ

74 目でみる数字
岡部 敬史 [文]
山出 高士 [写真]

東京書籍 410.4 オ  

75 屈辱の数学史　A　COMEDY　OF　MATHS　ERRORS マット・パーカー 山と溪谷社 410.4 パ

76 「高校の物理」が一冊でまるごとわかる 小川 慎二郎 ベレ出版 420 オ

77 ワイド版　散歩が楽しくなる　空の手帳 森田 正光 [監修] 東京書籍 451 サ

78 気候変動と「日本人」20万年史 川幡 穂高 岩波書店 451.8 カ

79 気候危機がサクッとわかる本 森 朗 ほか 東京書籍 451.8 キ

80 まんがでわかる　みんなの遺伝子の謎
C.フランドリ [作]
山内 豊明 [監修]

西村書店 467 フ

81 やけに植物に詳しい僕の　街のスキマ植物図鑑 瀬尾 一樹 大和書房 470 セ

82 身近な野生動物たちとの共存を全力で考えた!　動物行動学者、モモンガに怒られる 小林 朋道 山と溪谷社 481.7 コ

83 新・動物記５　カニの歌を聴け　ハクセンシオマネキの恋の駆け引き 竹下 文雄 京都大学学術出版会 485.3 タ

84 怪虫ざんまい　昆虫学者は今日も挙動不審 小松 貴 新潮社 486 コ

85 にっぽんカラス遊戯　スーパービジュアル版 松原 始 ほか カンゼン 488.9 マ

86 絵でわかるシリーズ　絵でわかるにおいと香りの不思議 長谷川香料株式会社 講談社 491.3 エ

87 世界一ゆかいな脳科学講義　頭の中をぐるぐるめぐる11日間
アンジェリーク・ファン・
オムベルヘン ほか

河出書房新社 491.3 オ

88 岩波科学ライブラリー　３１１　人類冬眠計画　生死のはざまに踏み込む 砂川 玄志郎 岩波書店 492.5 ス

89 日本人なら知っておきたい　世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男 ほか 笠間書院 502.1 サ

90 日常の絶景　知ってる街の、知らない見方 八馬 智 学芸出版社 510.4 ハ

91 これってホントにエコなの?　日常生活のあちこちで遭遇する“エコ”のジレンマを解決 ジョージーナ・ウィルソン=パウエル 東京書籍 519 ウ

92 建築ってなんだ? 中山 繁信 ほか[共著] オーム社 520 ケ
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93 １３歳からの考古学　なんで信長はお城を建てたの?　「お城」のはじまりを探す旅
畑中 英二 [著]
にしざか ひろみ [画]

新泉社 521.8 ハ

94 画文でわかる　モダニズム建築とは何か
藤森 照信 [文]
宮沢 洋 [画]

彰国社 523 フ

95 えっ!ホントに壊す!?　東京海上ビルディング　超高層ビルさえ消耗品にしてしまっていいの? TMIBを愛する会 [編] 建築ジャーナル 523.1 マ

96 西洋の名建築がわかる七つの鑑賞術 中島 智章 エクスナレッジ 523.3 ナ

97 中銀カプセルタワービル　最後の記録 中銀カプセルタワービル保存・
再生プロジェクト [編] 草思社 527.8 ナ  

98 さらに　残念な鉄道車両たち　抜けたところがあるだけに、愛しくて残念だった車両たち 池口 英司 イカロス出版 536 イ

99 事業用車両の世界　検査・測定・保線・除雪ではたらく鉄道車両 「旅と鉄道」編集部 [編] 天夢人 536 ジ

100 祥子さんこの知恵、いただきます 村上 祥子 東京書籍 596 ム

101 新装版　メートルくんとキログラムくんと単位の仲間たち うえたに夫婦 ほか 大和書房 609 ウ

102 カラー図鑑　野菜の秘密　利用法・効能・歴史・伝承 ジル・デイヴィーズ ほか 西村書店 626 デ

103 京都の庭園デザイナーが案内　しかけに感動する「京都名庭園」 烏賀陽 百合 誠文堂新光社 629.2 ウ

104 鉄道まるわかり005　新幹線のすべて　改訂版 「旅と鉄道」編集部 [編] 天夢人 686.2 シ

105 明治〜現在　鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 寺本 光照 山川出版社 686.2 テ

106 歴史総合パートナーズ⑪　世界遺産で考える5つの現在 宮澤 光 清水書院 709 ミ

107 画聖　雪舟の素顔　天橋立図に隠された謎 島尾 新 朝日新聞出版 721.3 セ 新書

108 低空飛行　この国のかたちへ 原 研哉 岩波書店 757 ハ

109 14歳からの　文楽のすゝめ 竹本 織太夫 [監修] 実業之日本社 777.1 ジ

110 映画を早送りで観る人たち　ファスト映画・ネタバレ-コンテンツ消費の現在形 稲田 豊史 光文社 778 イ 新書

111 アニメーション文化論　映像の起源から現代日本のアニメ 康村 諒 森話社 778.7 ヤ

112 それでも言語学　ヒトの言葉の意外な約束 牧 秀樹 開拓社 801.5 マ

113 てんまる　日本語に革命をもたらした句読点 山口 謠司 PHP研究所 811.7 ヤ 新書

114 もっと知りたいロシア語　初級から広げ深掘りする 桑野 隆 白水社 880 ク

115 文豪東京文学案内 田村 景子 ほか 笠間書院 910.2 タ

116 よみがえる天才８　森鷗外 海堂 尊 筑摩書房 910.2 モ 新書

117 ちはやふる百人一首勉強ノート 末次 由紀 講談社 911.1 ス

118 長田弘詩集 長田 弘 角川春樹事務所 911.5 オ

119 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 角川春樹事務所 911.5 タ

120 中島みゆき詩集 中島 みゆき 角川春樹事務所 911.6 ナ

121 生者のポエトリー 岩井 圭也 集英社 913.6 イ

122 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 幻冬舎 913.6 イ

123 ワカレ花 けんご 双葉社 913.6 ケ

124 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 宝島社 913.6 シ
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125 ハロー・グッドバイ 小路 幸也 集英社 913.6 シ

126 スター・シェイカー 人間六度 早川書房 913.6 ニ

127 泣き虫先生 ねじめ 正一 新日本出版社 913.6 ネ

128 マスクと黒板 濱野 京子 講談社 913.6 ハ

129 横浜大戦争 蜂須賀 敬明 文藝春秋 913.6 ハ

130 横浜大戦争　明治編 蜂須賀 敬明 文藝春秋 913.6 ハ

131 横浜大戦争　川崎・町田編 蜂須賀 敬明 文藝春秋 913.6 ハ

132 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社 913.6 ヒ

133 スガリさんの感想文はいつだって斜め上 平田 駒 河出書房新社 913.6 ヒ 1

134 その午後、巨匠たちは、 藤原 無雨 河出書房新社 913.6 フ

135 ボーダレス・ケアラー　生きてても、生きてなくてもお世話します 山本 悦子 理論社 913.6 ヤ

136 「できる」と「できない」の間の人　脳は時間をさかのぼる 樋口 直美 晶文社 914.6 ヒ

137 かくも甘き果実 モニク・トゥルン 集英社 933.7 ト

138 ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ ハーパーコリンズ・ジャパン 933.7 ヘ

139 やんごとなき読者 アラン・ベネット 白水社 933.7 ベ 新書

140 ラスト・フレンズ　わたしたちの最後の13日間 ヤスミン・ラーマン 静山社 933.7 ラ

141 光のない。　三部作 エルフリーデ・イェリネク 白水社 942.7 イ 新書

142 プルーストへの扉 ファニー・ピション 白水社 953.7 プ

143 セカンドハンドの時代　「赤い国」を生きた人びと スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 岩波書店 986 ア

144 シェフチェンコ詩集　コブザール タラス・シェフチェンコ 群像社 989.4 シ

145
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