
中央図書館一般室

新着図書案内リスト（９月第２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　＊

沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う 山舩 晃太郎／著 新潮社 202.5/ﾔ/

日本列島四万年のディープヒストリー 森先 一貴／著 朝日新聞出版 210.2/ﾓ/

世界でいちばん幸せな男
エディ・ジェイ
ク／著

河出書房新社 289.3/ｼﾞ/

漂流者は何を食べていたか 椎名 誠／著 新潮社 290.9/ｼ/

オリエント急行
櫻井 寛／写真・
文

世界文化社 293/ｻ/

　＊　３００  社会科学　＊

この国のかたちを見つめ直す 加藤 陽子／著 毎日新聞出版 304/ｶ/

立花隆 最後に語り伝えたいこと 立花 隆／著 中央公論新社 304/ﾀ/

60分でわかる！ＥＳG超入門 バウンド／著 技術評論社 335.1/ﾊﾞ/

らくがきファイナンス
ティナ・ヘイ／
著

翔泳社 338/ﾍ/

初めて「性」のことを子どもに伝えるパパ
とママのための教科書

川村 真奈美／著 学研プラス 367.9/ｶ/

　＊　４００  自然科学　＊

海獣学者、クジラを解剖する。 田島 木綿子／著 山と溪谷社 489/ﾀ/

しっかりわかるワクチンと免疫の基礎知識 峰 宗太郎／監修 池田書店 493.8/ｼ/



「生涯現役」をかなえる在宅透析 鈴木 孝子／著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

494.9/ｽ/

　＊　５００  技術　＊

後悔しない家づくりのすべて げげ／著
サンクチュアリ
出版

527/ｹﾞ/

かわいいかたちの子ども服 栗原 あや／著
文化学園文化出
版局

593.3/ｸ/ｱ
ｵ

ほんとうにおいしい生地でつくるドーナツ
レシピ77

佐藤 ひろ子／著 アップルミンツ
596.6/ｻ/
ﾋﾟﾝｸ/ｴﾝ

　＊　７００  芸術　＊

「日本体操女子」の未来へ 塚原 千惠子／著 双葉社 781.5/ﾂ/

　＊　８００  言語　＊

グラフィックファシリテーションの教科書 山田 夏子／著 かんき出版 809.6/ﾔ/

　＊　９００  文学　＊

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子／著 小学館 914.6/ｻ/

ヒロシマを暴いた男
レスリー・M.M.
ブルーム／著

集英社 936/ﾊ/

うそをつく子
トリイ・ヘイデ
ン／著

早川書房 936/ﾍ/

夜ごとの才女 赤川 次郎／著 集英社 F/ｱ/11

みとりねこ 有川 ひろ／著 講談社 F/ｱ/

ホワイトバグ生存不能 安生 正／著 宝島社 F/ｱ/

君が護りたい人は 石持 浅海／著 祥伝社 F/ｲ/

結 大島 真寿美／著 文藝春秋 F/ｵ/2



暮鐘 今野 敏／著 角川春樹事務所 F/ｺ/

存在しない時間の中で 山田 宗樹／著 角川春樹事務所 F/ﾔ/

陰陽師　水龍ノ巻 夢枕 獏／著 文藝春秋 F/ﾕ/17

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

分断のニッポン史 赤上 裕幸／著 中央公論新社
G210.7/ｱ
/

特攻隊員と大刀洗飛行場 安部 龍太郎／著 PHP研究所
G210.7/ｱ
/

新世界秩序と日本の未来 内田 樹／著 集英社
G319.5/ｳ
/

日本海軍戦史 戸高 一成／著 KADOKAWA
G391.2/ﾄ
/

緒方竹虎と日本のインテリジェンス 江崎 道朗／著 PHP研究所
G391.6/ｴ
/

農業消滅 鈴木 宣弘／著 平凡社
G611.1/ｽ
/

テント泊登山の基本テクニック 高橋 庄太郎／著 山と溪谷社
G786.1/ﾀ
/

食と酒 吉村昭の流儀 谷口 桂子／著 小学館
G910.2/ﾖ
/

黄金海流　上 安部 龍太郎／著 幻冬舎 GF/ｱ/1

黄金海流　下 安部 龍太郎／著 幻冬舎 GF/ｱ/2

こおろぎ橋 稲葉 稔／著 光文社 GF/ｲ/12

勘定侍柳生真剣勝負　４ 上田 秀人／著 小学館 GF/ｳ/4

豆腐尽くし 岡本 さとる／著 幻冬舎 GF/ｵ/3

警視庁レッドリスト　２ 加藤 実秋／著 小学館 GF/ｶ/2



汝（きみ）よさらば　５ 門田 泰明／著 祥伝社 GF/ｶ/5

初手柄 金子 成人／著 小学館 GF/ｶ/2

恐喝 小杉 健治／著 双葉社 GF/ｺ/13

罪責 潜入捜査 今野 敏／著 実業之日本社 GF/ｺ/4

雷鳴 芝村 凉也／著 双葉社 GF/ｼ/2

大殿の顔 千野 隆司／著 双葉社 GF/ﾁ/18

のっとり藤兵衛 鳥羽 亮／著 双葉社 GF/ﾄ/52

あしたの星 中島 久枝／著 光文社 GF/ﾅ/8

江戸っ子出世侍　４ 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 GF/ﾊ/4

袋小路くんは今日もクローズドサークルに
いる

日部 星花／著 宝島社 GF/ﾋ/

雛のころ 宮本 紀子／著 角川春樹事務所 GF/ﾐ/4

京都寺町三条のホームズ　17 望月 麻衣／著 双葉社 GF/ﾓ/17

マイ・ダディ 及川 真実／脚本 徳間書店 GF/ﾔ/


