
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 世界のヘンな研究　世界のトンデモ学問19選 五十嵐 杏南 中央公論新社 002 イ

2 私たちはAIを信頼できるか 大澤 真幸 ほか[著] 文藝春秋 007.1 ワ  

3 いいね!ボタンを押す前に　ジェンダーから見るネット空間とメディア 李 美淑 ほか[著] 亜紀書房 007.3 イ

4 プログラマーになりたい!　改訂新版 長岡 英史 日経BP 007.6 ナ

5 司書さんもビックリ!　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 [編] 青春出版社 015.9 ト

6 小さなまちの奇跡の図書館 猪谷 千香 筑摩書房 016.2 イ 新書

7 真鍋博　本の本 五味 俊晶 [編著] パイインターナショナル 022.5 マ

8 The　intellectual　devotional
David　S.　Kidder
Noah　D.　Oppenheim Rodale 033 Ｋ

9 朝日キーワード　2024 朝日新聞出版 [編] 朝日新聞出版 059 ア

10 巨大おけを絶やすな!　日本の食文化を未来へつなぐ 竹内 早希子 岩波書店 081 イ 962 岩波ジュニア新書

11 さらば、男性政治 三浦 まり 岩波書店 081 イ 1955 岩波新書

12 超デジタル世界　DX、メタバースのゆくえ 西垣 通 岩波書店 081 イ 1956 岩波新書

13 政治と宗教　統一教会問題と危機に直面する公共空間 島薗 進 [編] 岩波書店 081 イ 1957 岩波新書

14 いちにち、古典　<とき>をめぐる日本文学誌 田中 貴子 岩波書店 081 イ 1958 岩波新書

15 ネット右翼になった父 鈴木 大介 講談社 081 コ 2691 講談社現代新書

16 普通という異常　健常発達という病 兼本 浩祐 講談社 081 コ 2692 講談社現代新書

17 はじめてのクラシック音楽 許 光俊 講談社 081 コ 2693 講談社現代新書

18 新興国は世界を変えるか　29カ国の経済・民主化・軍事行動 恒川 惠市 中央公論新社 081 チ 2734 中公新書

19 沖縄のいきもの　1000を超える固有種が暮らす「南の楽園」 盛口 満 中央公論新社 081 チ 2735 中公新書

20 ウイルスとは何か　生物か無生物か、進化から捉える本当の姿 長谷川 政美 中央公論新社 081 チ 2736 中公新書

21 不倫　実証分析が示す全貌 五十嵐 彰 　迫田 さやか 中央公論新社 081 チ 2737 中公新書

22 フマーユーン・ナーマ　ムガル朝皇帝バーブルとフマーユーンに関する回想録 グルバダン・ベギム 平凡社 081 ト 912 　

23 帝国日本と不戦条約　外交官が見た国際法の限界と希望 柳原 正治 NHK出版 081 ニ 1276

24 「幕府」とは何か　武家政権の正当性 東島 誠 NHK出版 081 ニ 1277

25 哲学100の基本 岡本 裕一朗 東洋経済新報社 104 オ

26 世界は贈与でできている　資本主義の「すきま」を埋める倫理学 近内 悠太 ニューズピックス 104 チ

27 極限の思想　ニーチェ　道徳批判の哲学 城戸 淳 講談社 134.9 ニ

28 極限の思想　ハイデガー　世界内存在を生きる 高井 ゆと里 講談社 134.9 ハ

29 極限の思想　サルトル　全世界を獲得するために 熊野 純彦 講談社 135.5 サ

30 極限の思想　ドゥルーズ　内在性の形而上学 山内 志朗 講談社 135.5 ド

31 あなたの世界をガラリと変える　認知バイアスの教科書 西 剛志 SBクリエイティブ 141.5 ニ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

32 古びた未来をどう壊す?　世界を書き換える「ストーリー」のつくり方とつかい方 宮本 道人 光文社 141.5 ミ

33 極限の思想　ラカン　主体の精神分析的理論 立木 康介 講談社 146.1 ラ

34 13歳からのイスラーム 長沢 栄治 [監] かもがわ出版 167 ジ

35 それで君の声はどこにあるんだ?　黒人神学から学んだこと 榎本 空 岩波書店 191.9 エ

36 歴史の屑拾い 藤原 辰史 講談社 204 フ

37 いまを知る、現代を考える　山川歴史講座　国際平和を歴史的に考える 岡本 隆司 ほか[編] 山川出版社 209.5 コ

38 マンガでめぐる 考古遺跡・博物館 今井 しょうこ 創元社 210 イ

39 装飾古墳の謎 河野 一隆 文藝春秋 210.3 カ 新書

40 戦国日本の生態系　庶民の生存戦略を復元する 高木 久史 講談社 210.4 タ

41 47都道府県・戦国大名百科 森岡 浩 丸善出版 210.4 モ

42 世界史のなかの近代日本 小風 秀雅 山川出版社 210.5 コ

43 高校生のための「歴史総合」入門Ⅰ　日本に「近代」到来　[世界の中の日本・近代史] 浅海 伸夫 藤原書店 210.6 ア 1

44 高校生のための「歴史総合」入門Ⅱ　欧米の「近代」に学ぶ　[世界の中の日本・近代史] 浅海 伸夫 藤原書店 210.6 ア 2

45 明日のための近代史 [増補新版]　世界史と日本史が織りなす史実 伊勢 弘志 芙蓉書房出版 210.6 イ

46 日露戦争の時代　日本文化の転換点 鈴木 貞美 平凡社 210.6 ス 新書

47 シリーズ 地域の古代日本　畿内と近国 吉村 武彦 ほか[編] KADOKAWA 216 キ

48 シリーズ 地域の古代日本　出雲・吉備・伊予 吉村 武彦 ほか[編] KADOKAWA 217 イ

49 貴族とは何か　ノブレス・オブリージュの光と影 君塚 直隆 新潮社 230 キ

50 世界と日本がわかる　国ぐにの歴史　一冊でわかる東欧史 関 眞興 河出書房新社 230 セ

51 古代ギリシア人の24時間　よみがえる栄光のアテネ フィリップ・マティザック 河出書房新社 231.4 マ

52 全ての叡智はローマから始まった　今も生きるローマ人の発想力 藤谷 道夫 さくら舎 232 フ

53 ザ・ナイン　ナチスと闘った9人の女たち グウェン・ストラウス 河出書房新社 235 ス

54 人物叢書　新装版　藤原俊成 久保田 淳
日本歴史学会 [編]

吉川弘文館 281.8 ジ 318

55 古代豪族 大神氏　ヤマト王権と三輪山祭祀 鈴木 正信 筑摩書房 288.3 ス 新書

56 危機の外交　岡本行夫自伝 岡本 行夫 新潮社 289.1 オ

57 すばらしい失敗　「数独の父」鍜治真起の仕事と遊び ニコリ [編] ニコリ 289.1 カ

58 日本全国　奇妙な県境・市町村境の事典 浅井 建爾 東京堂出版 291 ア

59 「まち裏」 文化めぐり　[東京下町編] 清水 麻帆 彩流社 291 シ

60 田中陽希日記　日本3百名山ひと筆書き
田中 陽希
千葉 弓子 [編]

平凡社 291 タ

61 「暗橋」で楽しむ東京さんぽ　暗渠にかかる橋から見る街 高山 英男 　吉村 生 実業之日本社 291.3 タ

62 女人京都 酒井 順子 小学館 291.6 サ  

63 「神話」の歩き方　古事記・日本書紀の物語を体感できる風景・神社案内 平藤 喜久子 集英社 291.7 ヒ

64 シベリアのビートルズ　イルクーツクで暮らす 多田 麻美 亜紀書房 292.9 タ

65 デンマーク文化読本　日本との文化交流史から読み解く 長島 要一 丸善出版 293.8 ナ

66 18歳から100歳までの日本の未来を考える17のキーワード 樋口 裕一 学研プラス 302.1 ヒ
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

67 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

68 アンゲラ・メルケル演説選集　私の国とはつまり何なのか アンゲラ・メルケル [述] 創元社 312.3 メ

69 世界史と時事ニュースが同時にわかる　新 地政学
祝田 秀全 [監]
長谷川 敦 [著]

朝日新聞出版 312.9 ハ

70 どうすれば争いを止められるのか　17歳からの紛争解決学 上杉 勇司 WAVE出版 319.8 ウ

71 プリズン・サークル 坂上 香 岩波書店 326.5 サ

72 マンガでわかる 高校生からのお金の教科書 小柳 順治 ほか 河出書房新社 330 コ

73 日本に住んでる世界のひと 金井 真紀 大和書房 334.4 カ

74 13歳からの経営の教科書　「ビジネス」と「生き抜く力」を学べる青春物語 岩尾 俊兵 KADOKAWA 335 イ

75 “私”が生きやすくなるための同意　「はい」と「いいえ」が決められるようになる本 遠藤 研一郎 WAVE出版 361.4 エ

76 「心のクセ」に気づくには　社会心理学から考える 村山 綾 筑摩書房 361.4 ム 新書

77 消費社会を問いなおす 貞包 英之 筑摩書房 361.5 サ 新書

78 パワハラ上司を科学する 津野 香奈美 筑摩書房 366.3 ツ 新書

79 10代から知っておきたい　女性を閉じこめる「ずるい言葉」 森山 至貴 WAVE出版 367.1 モ

80 世界一やさしいフェミニズム入門　早わかり200年史 山口 真由 幻冬舎 367.2 ヤ 新書

81 世界と私のA　to　Z 竹田 ダニエル 講談社 367.6 タ

82 元特殊部隊隊員が教える危機管理と護身術入門　君にもできる刃物犯罪対処マニュアル SOU 　二見 龍 誠文堂新光社 368.6 キ

83 １４歳の世渡り術　学校では教えてくれない生活保護 雨宮 処凛 河出書房新社 369.2 ア

84 現代の災害と防災　その実態と変化を見据えて 志岐 常正 ほか 本の泉社 369.3 ゲ

85 心のなかはどうなっているの?　高校生の「なぜ」に答える心理学 日本青年心理学会 ほか 福村出版 371.4 コ

86 認知心理学者が教える最適の学習法　ビジュアルガイドブック ヤナ・ワインスタイン ほか 東京書籍 371.4 ニ

87 なるにはBooks 別巻　指と耳で見る、目と手で聞く　視覚障害・聴覚障害のある人の暮らす世界 金治 直美 ぺりかん社 375 ナ 別巻

88 なるにはBooks 別巻　生理の話　中高生や社会人のみんなに聞いてみた 池田 亜希子 ぺりかん社 375 ナ 別巻

89 なるにはBooks　航空宇宙エンジニアになるには 小熊 みどり ぺりかん社 375 ナ 159

90 だれが校則を決めるのか　民主主義と学校
内田 良 [編]
山本 宏樹 [編] 岩波書店 375.2 ダ

91 東京10大学の150年史 小林 和幸 [編] 筑摩書房 377.2 コ

92 傷つきやすいアメリカの大学生たち　大学と若者をダメにする「善意」と「誤った信念」の正体
グレッグ・ルキアノフ
ジョナサン・ハイト 草思社 377.2 ル

93 忘れられた日本の村　＜増補版＞ 筒井 功 河出書房新社 382.1 ツ

94 小さき者たちの 松村 圭一郎 ミシマ社 382.1 マ 　

95 犬に話しかけてはいけない　内陸アラスカのマルチスピーシーズ民族誌 近藤 祉秋 慶應義塾大学出版会 382.5 コ

96 食文化からイギリスを知るための 55章 石原 孝哉 ほか 明石書店 383.8 シ

97 「おふくろの味」幻想　誰が郷愁の味をつくったのか 湯澤 規子 光文社 383.8 ユ 新書

98 それでも食べて生きてゆく　東京の台所 大平 一枝 毎日新聞出版 383.9 オ 　

99 トイレ四方山ばなし 北 俊夫 文芸社 383.9 キ

100 おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら言った　世界ことわざ紀行 金井 真紀 岩波書店 388.8 カ

101 超約版　戦争論 クラウゼヴィッツ ウェッジ 391.1 ク  
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102 目に見えない戦争　デジタル化に脅かされる世界の安全と安定 イヴォンヌ・ホフシュテッター 講談社 391.6 ホ

103 知りたい！サイエンス　世界を変えた実験と研究　歴史と失敗から学ぶ大発見のヒント 齋藤 勝裕 技術評論社 407 サ

104 はまると深い!　数学クイズ　直感力・思考力を磨く 横山 明日希 講談社 408 ブ 2222 ブルーバックス

105 新しいゲノムの教科書　DNAから探る最新・生命科学入門 中井 謙太 講談社 408 ブ 2221 ブルーバックス

106 世界が面白くなる!　身の回りの数学 佐々木 淳 あさ出版 410.4 サ

107 月ごとに星や星座の見方がわかる　星空の図鑑　2023年-2031年
Will　Gater
Giles　Sparrow

誠文堂新光社 443.8 ゲ  

108 地図記号のひみつ 今尾 恵介 中央公論新社 448.9 イ 新書

109 地球科学者と巡るジオパーク日本列島 神沼 克伊 丸善出版 450.9 カ

110 気象予報士の一日 WILLこども知育研究所 保育社 451.2 キ

111 東京湾　生きものと共にみる長期的なうつりかわり 小倉 紀雄 ほか 地人書館 452.2 ト

112 自然科学ハンドブック　岩石・鉱物図鑑
クリス・ペラント
ヘレン・ペラント 創元社 458 ベ

113 ドーキンスが語る飛翔全史 リチャード・ドーキンス 早川書房 468 ド

114 生きもの「なんで?」行動ノート きのした ちひろ SBクリエイティブ 481.7 キ

115 先生、ヒキガエルが目移りしてダンゴムシを食べられません! 小林 朋道 築地書館 481.7 コ

116 カモフラージュ　自然に隠れる生物図鑑 スティーブ・パーカー 東京書籍 481.7 パ

117 世界一わかりやすいイカとタコの図鑑 ロジャー・ハンロン ほか 化学同人 484.7 セ

118 サンゴ礁の海　生きるための知恵くらべ 大方 洋二 岩崎書店 487.5 オ

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

120 知らなかった!　パンダ　アドベンチャーワールドが29年で20頭を育てたから知っているひみつ アドベンチャーワールド「パンダチーム」 新潮社 489.5 シ

121 クジラをめぐる冒険　ナゾだらけの生態から対立する捕鯨問題まで 石川 創 旬報社 489.6 イ

122 新・動物記 7 白黒つけないベニガオザル　やられたらやり返すサルの「平和」の秘訣 豊田 有 京都大学学術出版会 489.9 ト

123 東京大学の先生伝授　文系のための めっちゃやさしい　筋肉 佐々木 一茂 [監] ニュートンプレス 491.3 ブ

124 ちゃんと知りたい「がん」のこと　学ぼう・向き合おう・支え合おう　①日本人の2人に1人が「がん」になる
保坂 隆 [監]
幸運社 [編] 汐文社 491.6 チ 1

125 ちゃんと知りたい「がん」のこと　学ぼう・向き合おう・支え合おう　②あなたの大切な人が「がん」になったら
保坂 隆 [監]
幸運社 [編] 汐文社 491.6 チ 2

126 ちゃんと知りたい「がん」のこと　学ぼう・向き合おう・支え合おう　③「がん」とともに生きる社会へ
保坂 隆 [監]
幸運社 [編] 汐文社 491.6 チ 3

127 不安なモンロー、捨てられないウォーホル　「心の病」と生きた12人の偉才たち クラウディア・カルブ 日経ナショナルジオグラフィック 493.7 カ

128 岩波ジュニアスタートブックス　認知症のわたしから、10代のあなたへ さとう みき 岩波書店 493.7 サ

129 低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア　気象病ハンドブック 久手堅 司 誠文堂新光社 498.4 ク 　

130 プロブレム Q&A　香害入門　日用品に含まれる化学物質による新たな公害 深谷 桂子 緑風出版 498.4 フ

131 やさしくわかる！　文系のための 東大の先生が教える　食と栄養 加藤 久典 [監] ニュートンプレス 498.5 ブ

132 地球環境問題がよくわかる本　改訂版 浦野 紘平　浦野 真弥 オーム社 519 ウ

133 地球をハックして気候危機を解決しよう　人類が生き残るためのイノベーション トーマス・コスティゲン インターシフト 519 コ

134 改訂新版　建築を知る　はじめての建築学 建築学教育研究会 [編] 鹿島出版会 520 ケ

135 仕事をつくる　私の履歴書　改訂新版 安藤 忠雄 日経BP
日本経済新聞出版 523.1 ア

136 全仕事 隈 研吾 大和書房 523.1 ク

4/7 2023年3月新着案内



書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

137 旅鉄BOOKS 062　懐かしのジョイフルトレイン 牧野 和人 天夢人 536 マ

138 昭和末期〜平成のバス大図鑑　第1巻　東急バス 加藤 佳一 フォト・パブリッシング 537.9 カ 1

139 電線の恋人 石山 蓮華 平凡社 541.6 イ

140 新訂　初心者のための海図教室 吉野 秀男 成山堂書店 557.7 ヨ

141 配合、材料の検証と48のアレンジレシピ　マドレーヌとフィナンシェの実験室 加藤 里名 誠文堂新光社 596.6 カ

142 家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法 KC・デイビス SBクリエイティブ 597.9 デ

143 世界を変えた10のトマト ウィリアム・アレキサンダー 青土社 626.2 ア

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

145 ずっとのおうちを探して　世界で一番古い動物保護施設<バタシー>の物語 ギャリー・ジェンキンス 国書刊行会 645.6 ジ

146 猫と幸せに暮らすための教科書　家族が知っておきたい猫のメンタル&ヘルスケア
野澤 延行 [監]
松本 勇祐 [漫画]

KADOKAWA 645.7 ジ

147 原色で楽しむ　カブトムシ・クワガタムシ　図鑑&飼育ガイド 安藤“アン”誠起 実業之日本社 646.9 ア

148 世界のどんぐり図鑑 徳永 桂子 平凡社 657.8 ト

149 犬と歩けばワンダフル　密着!猟犬猟師の春夏秋冬 北尾 トロ 集英社 659 キ

150 新版　魚貝もの知り事典 平凡社 [編] 平凡社 664.6 ギ

151 推しエコノミー　「仮想一等地」が変えるエンタメの未来 中山 淳雄 日経BP 675 ナ

152 京王電鉄　昭和〜平成の記録 辻 良樹 [解説] アルファベータブックス 686.2 ケ

153 鉄道会社サバイバル　トンネルの向こうの光を目指せ 佐藤 嘉彦 日経BP 686.3 サ

154 手+足の 美術解剖学 加藤 公太 玄光社 701.5 カ

155 ウマと話すための7つのひみつ 河田 桟 偕成社 726.5 カ

156 絵がふつうに上手くなる本　はじめの一歩×上手い絵の技術×安定して稼ぐ秘訣 よー清水 SBクリエイティブ 726.5 ヨ

157 見るだけでデザインセンスが身につく本
日本デザイン
大坪 拓摩 [監]

SBクリエイティブ 727 ミ

158 朝日新聞 報道写真集　2023 朝日新聞社 [編] 朝日新聞出版 748 ア

159 にほんの海　日本列島海中景色紀行 鍵井 靖章 山と溪谷社 748 カ

160 にっぽんの美しい民藝 萩原 健太郎 エクスナレッジ 750.2 ハ

161 ジブリ・アニメーションの文化学　高畑勲・宮崎駿の表現を探る
米村 みゆき [編]
須川 亜紀子 [編] 七月社 778.7 ジ

162 Another　REAL　車いすバスケ日本代表はいかにして強くなったのか!? チームリアル 集英社 783.1 ア

163 その先の世界へ　スラムダンク奨学生インタビュー 宮地 陽子　伊藤 亮 集英社 783.1 ミ

164 ONE　LIFE　ミーガン・ラピノー自伝 ミーガン・ラピノー 海と月社 783.4 ラ

165 バドミントン最強のメンタルトレーニング　勝利をつかむ心の整え方 小島 一夫 メイツユニバーサルコンテンツ 783.5 コ

166 スポーツクライミングのコンディショニング 有吉 与志恵 　野口 啓代 ベースボール・マガジン社 786.1 ア

167 評伝モハメド・アリ　アメリカで最も憎まれたチャンピオン ジョナサン・アイグ 岩波書店 788.3 ア

168 外国語の遊園地 黒田 龍之助 白水社 804 ク

169 面白くて眠れなくなる日本語学 山口 謠司 PHPエディターズ・グループ 810.4 ヤ

170 新敬語「マジヤバイっす」　社会言語学の視点から 中村 桃子 白澤社 814.9 ナ

171 イラストでよくわかる!　たろんの韓国語レッスン たろん KADOKAWA 829.1 タ
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172 英文学者がつぶやく　英語と英国文化をめぐる無駄話 安藤 聡 平凡社 830.4 ア

173 物語の作り方　ガルシア=マルケスのシナリオ教室 G.ガルシア=マルケス 岩波書店 901.2 ガ

174 死者は生者のなかに　ホロコーストの考古学 西 成彦 みすず書房 902 ニ

175 夏目漱石『こころ』をどう読むか　増補版 石原 千秋 [責任編集] 河出書房新社 910.2 ナ

176 リンボウ先生のなるほど古典はおもしろい! 林 望 理論社 910.2 ハ

177 文豪が愛した文豪 真山 知幸 彩図社 910.2 マ

178 すべてのナゾがこれで解けた!!　鷗外「舞姫」徹底解読 六草 いちか 大修館書店 910.2 モ

179 古典モノ語り 山本 淳子 笠間書院 910.2 ヤ

180 イラストでサクサク覚える　東大生の百人一首ノート 東京大学かるた会 すばる舎 911.1 イ

181 つむじ風、ここにあります 木下 龍也 書肆侃侃房 911.1 キ

182 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人 双葉社 913.6 ア

183 ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒 集英社 913.6 ア

184 何食わぬきみたちへ 新 胡桃 河出書房新社 913.6 ア

185 ワンダーランド急行 荻原 浩 日経BP
日本経済新聞出版 913.6 オ

186 永遠年軽 温 又柔 講談社 913.6 オ

187 ループ・オブ・ザ・コード 荻堂 顕 新潮社 913.6 オ

188 がらんどう 大谷 朝子 集英社 913.6 オ

189 数は無限の名探偵 はやみね かおる ほか 朝日新聞出版 913.6 カ

190 ぼくらは、まだ少し期待している 木地 雅映子 中央公論新社 913.6 キ

191 つぎはぐ、さんかく 菰野 江名 ポプラ社 913.6 コ

192 爆弾 呉 勝浩 講談社 913.6 ゴ

193 荒地の家族 佐藤 厚志 新潮社 913.6 サ

194 猫にならって 佐川 光晴 実業之日本社 913.6 サ

195 ちとせ 高野 知宙 祥伝社 913.6 タ

196 遅刻する食パン少女　おとぎカンパニー 田丸 雅智 光文社 913.6 タ

197 水平線 滝口 悠生 新潮社 913.6 タ

198 中央線小説傑作選
南陀楼綾繁 [編]
内田 百間 ほか[著]

中央公論新社 913.6 チ 文庫

199 川のほとりに立つ者は 寺地 はるな 双葉社 913.6 テ

200 ビューティフルからビューティフルへ 日比野 コレコ 河出書房新社 913.6 ヒ

201 宙ごはん 町田 そのこ 小学館 913.6 マ

202 よき時を思う 宮本 輝 集英社 913.6 ミ

203 愚者のエンドロール 米澤　穂信 角川書店 913.6 ヨ 文庫

204 笑犬楼vs.偽伯爵 筒井 康隆 　蓮實 重彦 新潮社 914.6 ツ

205 ナマケモノ教授のムダのてつがく　「役に立つ」を超える生き方とは 辻 信一 さくら舎 914.6 ツ

206 今日のミトロジー 中沢 新一 講談社 914.6 ナ

6/7 2023年3月新着案内



書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

207 三体0　球状閃電 劉 慈欣 早川書房 923.7 リ

208 カンタベリ物語　(共同新訳版) ジェフリー・チョーサー 悠書館 931.4 チ

209 完全版 アリス物語 ルイス・キャロル
芥川 龍之介/菊池 寛 [共訳]

グラフィック社 933.6 キ

210 The　Ickabog J.K.　Rowling
Little,
Brown　Books　for
Young　Readers

933.7 Ｒ

211 名探偵ポアロ　ポアロ登場 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク

212 グッゲンハイムの謎 ロビン・スティーヴンス 東京創元社 933.7 ス

213 ロンドン・アイの謎 シヴォーン・ダウド 東京創元社 933.7 ダ

214 血を分けた子ども オクテイヴィア・E.バトラー 河出書房新社 933.7 バ

215 グレイス・イヤー　少女たちの聖域 キム・リゲット 早川書房 933.7 リ

216 キリンの首 ユーディット・シャランスキー 河出書房新社 943.7 シ

217 ロシアの星 アンヌ=マリー・ルヴォル 集英社 953.7 ル

218 百年の孤独 G.ガルシア=マルケス 新潮社 963 ガ

7/7 2023年3月新着案内


