
中央図書館一般室

新着図書案内リスト（３月第３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

　＊　０００  総記　＊

いちばんやさしいワード＆エクセル超入門 早田 絵里／著
SBクリエイティ
ブ

007.6/ｿ/
ﾊﾟｿ

　＊　１００  哲学　＊

クリティック再建のために 木庭 顕／著 講談社 130.2/ｺ/

　＊　２００  歴史　＊

リーダーたちの日清戦争 佐々木 雄一／著 吉川弘文館 210.6/ｻ/

統計から読み解く色分け日本地図 重永 瞬／著 彩図社 291/ｼ/

ジョージア旅暮らし20景 ERIKO／著 東海教育研究所 292.9/ｴ/

　＊　３００  社会科学　＊

日本の総理大臣大全 八幡 和郎／著 プレジデント社 312.1/ﾔ/

オートモードで月に18.5万円が入ってくる
「高配当」株投資

長期株式投資／
著

KADOKAWA 338.1/ﾁ/

メディアリテラシーを学ぶ 坂本 旬／著 大月書店 361.4/ｻ/

2040年「仕事とキャリア」年表 植田 統／著 三笠書房 366.2/ｳ/

いずれ転職したいので、今のうちに自分の
強みの見つけ方を教えてください！

山田 実希憲／著 ぱる出版 366.2/ﾔ/

　＊　４００  自然科学　＊

ビジュアル「奇怪」生物図鑑200種 森 昭彦／監修 秀和システム 460.4/ﾋﾞ/

寝る脳は風邪をひかない 池谷 裕二／著 扶桑社 491.3/ｲ/



やせる！肌も血管もキレイになるレモン若
返りレシピ

　 マキノ出版 498.5/ﾔ/

ＣＢＤエッセンシャルガイド
リーダーズ・ダ
イジェスト編集
部／編

晶文社 499.1/ﾘ/

　＊　５００  技術　＊

366日世界の名建築 磯 達雄／監修 三才ブックス 520.2/ｻ/

トコトンやさしいサービスロボットの本 清水 祐一郎／著 日刊工業新聞社 548.3/ｼ/

経営者交代 松崎 隆司／著 ダイヤモンド社 588.3/ﾏ/

ゆるFIRE ちー／著 かんき出版 591/ﾁ/

結んでつくるマクラメの猫ハンモック 　 エクスナレッジ
594.3/ﾑ/ﾐ
ﾄﾞﾘ

バズる！オムライスレシピ
オムライスのプ
ロ／著

KADOKAWA
596.3/ｵ/ﾐ
ﾄﾞﾘ

365日のフリージング離乳食 川口 由美子／著 西東社 599.3/ｶ/

おかあさんの扉　11 伊藤 理佐／著 オレンジページ 599/ｲ/11

　＊　６００  産業　＊

ジャム、ゼリー、マーマレードの歴史
サラ・B.フッド
／著

原書房 628.3/ﾌ/

　＊　７００  芸術　＊

オノマトペでピンとくる!ひらめき配色図鑑
FLAMINGO
STUDIO INC.／
編

東京書籍 757.3/ﾌ/

ピアノで始めるやさしい作曲法 岡 素世／編著
自由現代社(発
売)

761.8/ｵ/

デイヴィッド・ボウイ完全版
和久井 光司／責
任編集

河出書房新社 767.8/ﾎﾞ/

乙女オバさん 南 果歩／著 小学館 778.2/ﾐ/

　＊　８００  言語　＊

論文の教室 戸田山 和久／著 NHK出版 816.5/ﾄ/



基礎から学べるはじめてのドイツ語文法 宍戸 里佳／著 ナツメ社 845/ｼ/

　＊　９００  文学　＊

ないものねだるな 阿川 佐和子／著 中央公論新社 914.6/ｱ/

はなちゃんのみそ汁　青春篇 安武 信吾／著 文藝春秋 916/ﾊ/

ミッドナイト・ライブラリー
マット・ヘイグ
／著

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

933.7/ﾍ/

乾いた人びと
グラシリアノ・
ハーモス／著

水声社 969.3/ﾊ/

輝ける闇の異端児アルチュール・ランボー 井本 元義／著 書肆侃侃房 F/ｲ/

いえ 小野寺 史宜／著 祥伝社 F/ｵ/

信長、鉄砲で君臨する 門井 慶喜／著 祥伝社 F/ｶ/

ミシンと金魚 永井 みみ／著 集英社 F/ﾅ/

ホワイトカメリア MIYAMU／作 講談社 F/ﾐ/

階段ランナー 吉野 万理子／著 徳間書店 F/ﾖ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

武器としての教養 鎌田 浩毅／著
エムディエヌ
コーポレーショ
ン

G159/ｶ/

眠れないほどおもしろい地獄の世界 富増 章成／著 三笠書房 G181.4/ﾄ/

後悔の経済学
マイケル・ルイ
ス／著

文藝春秋 G331/ﾙ/

メタ認知 三宮 真智子／著 中央公論新社
G371.4/ｻ
/

腎臓が寿命を決める 黒尾 誠／著 幻冬舎
G491.3/ｸ
/

世界史で深まるクラシックの名曲 内藤 博文／著 青春出版社
G762.3/ﾅ
/

真夜中の栗 小川 糸／[著] 幻冬舎 G914.6/ｵ/



小牧長久手仁義 井原 忠政／著 双葉社 GF/ｲ/8

勘定侍柳生真剣勝負　５ 上田 秀人／著 小学館 GF/ｳ/5

八丁堀強妻物語 岡本 さとる／著 小学館 GF/ｵ/

密室黄金時代の殺人 鴨崎 暖炉／著 宝島社 GF/ｶ/

わるじい慈剣帖　８ 風野 真知雄／著 双葉社 GF/ｶ/8

王女の遺言　４ 久賀 理世／著 集英社 GF/ｸ/4

光る海 佐伯 泰英／著 文藝春秋 GF/ｻ/22

突然の明日 笹沢 左保／著 徳間書店 GF/ｻ/

転生 笹本 稜平／著 双葉社 GF/ｻ/7

プラスチックの祈り　上 白石 一文／著 朝日新聞出版 GF/ｼ/1

プラスチックの祈り　下 白石 一文／著 朝日新聞出版 GF/ｼ/2

クリスタル・カノン 鈴峯 紅也／著 徳間書店 GF/ｽ/7

音楽学校からメロディが消えるまで 須磨 光／著 文芸社 GF/ｽ/

ムゲンのｉ　上 知念 実希人／著 双葉社 GF/ﾁ/1

ムゲンのｉ　下 知念 実希人／著 双葉社 GF/ﾁ/2

図書館からの

お知らせ 新刊について
４月の新刊は年度末調整のためお休みとなります。
４月30日（土）が館内整理日で休館となるため、
次回は５月１日（日）となります。

３月の休館日
３月31日（木）は館内整理日のため休館します。
ご来館の際はお気を付けください。


