
中央図書館一般室

新着図書案内リスト（７月第５週）

※このリストの中には、新刊用本棚にない本もあります。

（「利用者の方に以前からいただいていたリクエストをもとに

　購入した本」で、まずその方に貸出する本など）

書名 著者 出版社 請求記号

　＊　２００  歴史　＊

私たちの真実
カマラ・ハリス
／著

光文社 289.3/ﾊ/

るるぶ九州　'22  
JTBパブリッシ
ング

291/ﾙ
/22/ｴﾝ

るるぶ山陰　'22  
JTBパブリッシ
ング

291/ﾙ
/22/ｴﾝ

るるぶ名古屋　'22  
JTBパブリッシ
ング

291/ﾙ
/22/ｴﾝ

　＊　３００  社会科学　＊

他者の靴を履く
ブレイディみか
こ／著

文藝春秋 304/ﾌﾞ/

経営学の基本ゆる図鑑
平野 敦士カール
／監修

宝島社 335.1/ｹ/

伝説の経営者たちの成功と失敗から学ぶ経
営者図鑑

鈴木 博毅／著 かんき出版 335.1/ｽ/

ゼロから始められる!マンガ株超入門 泉 正人／監修 西東社 338.1/ｾﾞ/

すみません、２ＤＫってなんですか？ 日下部 理絵／著 サンマーク出版 365.3/ｸ/

環境専門家になるには 小熊 みどり／著 ぺりかん社 366/ﾅ/ｴﾝ

アプリケーションエンジニアになるには 小杉 眞紀／著 ぺりかん社 366/ﾅ/ｴﾝ

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中 英樹／編著 ぺりかん社 366/ﾅ/ｴﾝ



親が亡くなった「ぼくは、どこで暮らした
らいいんや」

山下 幹雄／著 ぶどう社 369.2/ﾔ/

　＊　４００  自然科学　＊

東大教授が本気で教える「ひざの痛み」解
消法

福井 尚志／監修 中央公論新社 494.7/ﾄ/

医者が教える健康断食
ジェイソン・
ファン／著

文響社 498.5/ﾌ/

　＊　５００  技術　＊

はじめてのアイリッシュ・クロッシェレー
スモチーフ100

河合 真弓／著 日本ヴォーグ社
594.3/ｶ/
ﾁｬ

きらきら鉱物菓子の作り方
ハラペコラボ／
著

KADOKAWA
596.6/ﾊ/
ﾋﾟﾝｸ/ｴﾝ

　＊　６００  産業　＊

江戸式マーケ 川上 徹也／著 文藝春秋 675/ｶ/

　＊　７００  芸術　＊

ここで差がつく！アマのための囲碁上達法 平田 智也／著 マイナビ出版 795/ﾋ/

　＊　８００  言語　＊

フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡 乾／著 創元社 804/ﾖ/

　＊　９００  文学　＊

ショローの女 伊藤 比呂美／著 中央公論新社 914.6/ｲ/

美女の魔界退治 林 真理子／著 マガジンハウス 914.6/ﾊ/

パンデミック日記
「新潮」編集部
／編

新潮社 916/ｼ/



三毛猫ホームズの懸賞金 赤川 次郎／著 光文社 F/ｱ/

医学のつばさ 海堂 尊／著 KADOKAWA F/ｶ/

海神の子 川越 宗一／著 文藝春秋 F/ｶ/

君と歩いた青春 小路 幸也／著 中央公論新社 F/ｼ/3

大連合 堂場 瞬一／著 実業之日本社 F/ﾄﾞ/

ランチ酒　３ 原田 ひ香／著 祥伝社 F/ﾊ/3

ヒトコブラクダ層ぜっと　上 万城目 学／著 幻冬舎 F/ﾏ/1

ヒトコブラクダ層ぜっと　下 万城目 学／著 幻冬舎 F/ﾏ/2

ブレイクニュース 薬丸 岳／著 集英社 F/ﾔ/

JAGAE 夢枕 獏／著 祥伝社 F/ﾕ/

彼岸花が咲く島 李 琴峰／著 文藝春秋 F/ﾘ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

高地文明 山本 紀夫／著 中央公論新社
G209.3/ﾔ
/

私はアラブの王様たちとどのように付き
合っているのか？

鷹鳥屋 明／著 星海社
G302.2/ﾀ
/

官邸の暴走 古賀 茂明／著 KADOKAWA
G312.1/ｺ
/

金正恩と金与正 牧野 愛博／著 文藝春秋
G312.2/ﾏ
/

ゴミ清掃芸人の働き方解釈 滝沢 秀一／著
集英社インター
ナショナル

G366/ﾀ/



信長に学ぶ経営分析 西澤 健次／著 星海社
G336.8/ﾆ
/

貧民の帝都 塩見 鮮一郎／著 河出書房新社
G368.2/ｼ
/

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブ
ルー

ブレイディみか
こ／著

新潮社
G376.3/
ﾌﾞ/

まるさんかく論理学 野崎 昭弘／著 中央公論新社
G410.9/ﾉ
/

自己流は武器だ。 渡邉 貴義／著 ポプラ社
G673.9/ﾜ
/

クイーンズ・ギャンビット
ウォルター・テ
ヴィス／著

新潮社
G933.7/ﾃ
/

ランボーはなぜ詩を棄てたのか 奥本 大三郎／著
集英社インター
ナショナル

G951.6/ﾗ
/

むすび橋 五十嵐 佳子／著 朝日新聞出版 GF/ｲ/

異常心理犯罪捜査官・氷膳莉花　２ 久住 四季／著 KADOKAWA GF/ｸ/2

ハレルヤ！ 重松 清／著 新潮社 GF/ｼ/

なんきん餡と三角卵焼き 高田 在子／著 中央公論新社 GF/ﾀ/2

なみだ 細谷 正充／編 朝日新聞出版 GF/ﾎ/

図書館からの

お知らせ

８月９日（月）は、８日（日）「山の日」の振替休日

となるため祝日開館します。

開館時間は９：３０～１８：００です。

10日（火）は休館します。

ご来館の際はお気を付けください。


