
中央図書館一般室

新着図書案内リスト（８月第１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　総論　＊

カリスマYouTuberが教えるExcel超時短
メソッド

Office HARU／
著

日経BP
007.6/ｵ/
ﾊﾟｿ

　＊　２００　歴史　＊

ザ・クイーン
マシュー・デニ
ソン／著

カンゼン 289.3/ｴ/

　＊　３００  社会科学　＊

そして第三次世界大戦が仕組まれた 及川 幸久／著 ビジネス社 304/ｵ/

魂の叫び ゼレンスキー大統領100の言葉 岡部 芳彦／監修 宝島社 319.3/ﾀ/

ミスを最大のチャンスに変えるリカバリー
の技術

後田 良輔／著 明日香出版社 336/ｳ/

実家じまい終わらせました！ 松本 明子／著 祥伝社 365.3/ﾏ/

定年後にもう一度大学生になる 瀧本 哲哉／著 ダイヤモンド社 377.9/ﾀ/

０～18歳までの家庭でできるモンテッソー
リ教育

ティム・セルダ
ン／著

創元社 379.9/ｾ/

　＊　４００  自然科学　＊

やせるスイーツ 工藤 孝文／著 秀和システム 498.5/ｸ/

Moonshot
アルバート・
ブーラ／著

光文社 499/ﾌﾞ/



　＊　５００  技術　＊

好きな間取りが絶対見つかる図鑑 園内 せな／著 エクスナレッジ 527.1/ｿ/

僕たちはいつ宇宙に行けるのか 山崎 直子／著 青春出版社 538.9/ﾔ/

青空そよかぜ深呼吸 引田 かおり／著 大和書房 590.4/ﾋ/

プロのベジミートレシピ 柴田書店／編 柴田書店
596.3/ｼ/ﾐ
ﾄﾞﾘ

85歳現役、暮らしの中心は台所 高森 寛子／著 小学館 596.9/ﾀ/

　＊　７００  芸術　＊

車いすでも、車いすじゃなくても、僕は最
高にかっこいい。

古澤 拓也／著 小学館 783.1/ﾌ/

　＊　９００  文学　＊

「私」という男の生涯 石原 慎太郎／著 幻冬舎 910.2/ｲ/

小さいわたし 益田 ミリ／著 ポプラ社 914.6/ﾏ/

私と街たち 吉本 ばなな／著 河出書房新社 914.6/ﾖ/

レックスが囚われた過去に
アビゲイル・
ディーン／著

早川書房 933.7/ﾃﾞ/

晩秋行 大沢 在昌／著 双葉社 F/ｵ/

任俠楽団 今野 敏／著 中央公論新社 F/ｺ/6

オリーブの実るころ 中島 京子／著 講談社 F/ﾅ/

烈火の太洋　６ 横山 信義／著 中央公論新社 F/ﾖ/6



　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

孤独を生きる 齋藤 孝／著 PHP研究所 G159/ｻ/

絶対悲観主義 楠木 建／著 講談社
G159.4/ｸ
/

転身力 楠木 新／著 中央公論新社
G159.4/ｸ
/

般若心経 ひろ さちや／著 中央公論新社
G183.2/ﾋ
/

父から子に伝えたい戦争の歴史 半藤 一利／著
SBクリエイティ
ブ

G210.6/ﾊ
/

この国の戦争 奥泉 光／著 河出書房新社
G210.7/ｵ
/

枢密院 望月 雅士／著 講談社
G312.1/ﾓ
/

第三次世界大戦はもう始まっている
エマニュエル・
トッド／著

文藝春秋
G319.3/ﾄ
/

瀧本哲史論文集 瀧本 哲史／著 星海社 G335/ﾀ/

私たちが声を上げるとき 和泉 真澄／著 集英社
G367.2/ﾜ
/

大学の常識は、世間の非常識 塚崎 公義／著 祥伝社
G377.1/ﾂ
/

北朝鮮拉致問題 有田 芳生／著 集英社
G391.6/ｱ
/

小さな家の思想 長尾 重武／著 文藝春秋 G527/ﾅ/

「捨てなきゃ」と言いながら買っている 岸本 葉子／著 双葉社
G914.6/ｷ
/

ポピーのためにできること
ジャニス・ハ
レット／著

集英社
G933.7/ﾊ
/

嵐の地平
C.J.ボックス／
著

東京創元社
G933.7/
ﾎﾞ/



吸血鬼ドックへご案内 赤川 次郎／著 集英社 GF/ｱ/

神招きの庭　６ 奥乃 桜子／著 集英社 GF/ｵ/6

うちの旦那が甘ちゃんで　寿司屋台編 神楽坂 淳／著 講談社 GF/ｶ/

わるじい慈剣帖　９ 風野 真知雄／著 双葉社 GF/ｶ/9

出雲のあやかしホテルに就職します　12 硝子町 玻璃／著 双葉社 GF/ｶﾞ/12

ホテルクラシカル猫番館　６ 小湊 悠貴／著 集英社 GF/ｺ/6

おらんだ左近 柴田 錬三郎／著 集英社 GF/ｼ/

F ショパンとリスト 高野 麻衣／著 集英社 GF/ﾀ/

藤丸物産のごはん話　２ 高山 ちあき／著 集英社 GF/ﾀ/2

異人館画廊　７ 谷 瑞恵／著 集英社 GF/ﾀ/7

聯愁殺 西澤 保彦／著 中央公論新社 GF/ﾆ/

時代小説ザ・ベスト　2022
日本文藝家協会
／編

集英社 GF/ﾆ/22

ひと夜の恋 諸田 玲子／著 中央公論新社 GF/ﾓ/

神島幻影 矢月 秀作／著 双葉社 GF/ﾔ/4

図書館からの
お知らせ

８月11日（木）「山の日」は

祝日開館します。開館時間は

９：30～18：00です。

お越しの際はお気を付けください。

８月20日（土）の新刊は

お休みとなります。


