
中央図書館一般室

新着図書案内リスト（３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　＊

教養（インテリ）悪口本 堀元 見／著 光文社 049/ﾎ/

　＊　１００  哲学　＊

維摩経 釈 徹宗／著 NHK出版 183.6/ｼ/

　＊　２００  歴史　＊

ルース・ベイダー・ギンズバーグ アメリカ
を変えた女性

ルース・ベイ
ダー・ギンズ
バーグ／著

晶文社 289.3/ｷﾞ/

　＊　３００  社会科学　＊

ルールの世界史 伊藤 毅／著
日経BP日本経済
新聞出版本部

322/ｲ/

男の離婚読本 飯野 たから／著 自由国民社 324.6/ｲ/

物価とは何か 渡辺 努／著 講談社 337.8/ﾜ/

介護福祉士になるには 渡辺 裕美／編著 ぺりかん社 366/ﾅ/ｴﾝ

おそい・はやい・ひくい・たかい　112 　
ジャパンマシニ
スト社

370.5/ｵ
/112

　＊　４００  自然科学　＊

生命を守るしくみオートファジー 吉森 保／著 講談社 463.6/ﾖ/



菌類が世界を救う
マーリン・シェ
ルドレイク／著

河出書房新社 474.7/ｼ/

　＊　５００  技術　＊

キテレツ城あるき
長谷川 ヨシテル
／著

柏書房 521.8/ﾊ/

はかどる神iPad 平岡 雄太／著 マガジンハウス 548.2/ﾋ/

クロスステッチで楽しむアンティークタイ
ルの模様

遠藤 佐絵子／著 河出書房新社
594.2/ｴ/ﾑ
ﾗｻｷ

その下ごしらえ、ホントに必要？
松本 仲子／教え
る人

幻冬舎 596/ｿ/

　＊　７００  芸術　＊

大人の雑学西洋画家事典 らち まゆみ／著 ワニブックス 723/ﾗ/

ダーリンは76歳 西原 理恵子／著 小学館 726.1/ｻ/

わたしのウエストサイド物語
ジョージ・チャ
キリス／著

双葉社 778.2/ﾁ/

浪曲は蘇る 杉江 松恋／著 原書房 779.1/ｽ/

心と体に効くお香のある生活
椎名 まさえ／監
修

日東書院本社 792/ｺ/

竜王藤井聡太
将棋世界編集部
／編

日本将棋連盟 796/ﾌ/

　＊　８００  言語　＊

ゼロから１人でベトナム語 寺田 雄介／著 あさ出版 829.3/ﾃ/

　＊　９００  文学　＊

タイム・スリップ芥川賞 菊池 良／著 ダイヤモンド社 910.2/ｷ/



時代小説の戦後史 縄田 一男／著 新潮社 910.2/ﾅ/

とうもろこし倉の幽霊
R.A.ラファティ
／著

早川書房 933.7/ﾗ/

母の待つ里 浅田 次郎／著 新潮社 F/ｱ/

奔流の海 伊岡 瞬／著 文藝春秋 F/ｲ/

灰色の評決 犬塚 理人／著 二見書房 F/ｲ/

探花 今野 敏／著 新潮社 F/ｺ/

山狩 笹本 稜平／著 光文社 F/ｻ/

ブラックボックス 砂川 文次／著 講談社 F/ｽ/

鑑定人 氏家京太郎 中山 七里／著 双葉社 F/ﾅ/

スター・シェイカー 人間六度／著 早川書房 F/ﾆ/

アクトレス 誉田 哲也／著 光文社 F/ﾎ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

性と宗教 島田 裕巳／著 講談社 G160/ｼ/

リヒトホーフェン 森 貴史／著 中央公論新社
G288.3/ﾓ
/

ナチを欺いた死体
ベン・マッキン
タイアー／著

中央公論新社
G391.6/ﾏ
/

メタバースとは何か 岡嶋 裕史／著 光文社
G547.4/ｵ
/

伊賀の人・松尾芭蕉 北村 純一／著 文藝春秋
G911.3/ﾏ
/



いのちの車窓から 星野 源／著 KADOKAWA
G914.6/ﾎ
/

理想の夫
オスカー・ワイ
ルド／著

KADOKAWA
G932.6/ﾜ
/

ハイビスカス・ティーと幽霊屋敷
ローラ・チャイ
ルズ／著

原書房
G933.7/ﾁ
/22

京都岡崎、月白さんとこ　３ 相川 真／著 集英社 GF/ｱ/3

平安あや解き草紙　８ 小田 菜摘／著 集英社 GF/ｵ/8

起死の矢 風野 真知雄／著 KADOKAWA GF/ｶ/3

リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音　７ 瑚池 ことり／著 集英社 GF/ｺ/7

獄門首 小杉 健治／著 二見書房 GF/ｺ/27

神童マノリト、お前は廃墟に座する常春の
王

仲村 つばき／著 集英社 GF/ﾅ/

日本ハードボイルド全集　３ 北上 次郎／編 東京創元社 GF/ﾆ/3

風が吹く 野口 卓／著 集英社 GF/ﾉ/6

定年就活 働きものがゆく 堀川 アサコ／著 KADOKAWA GF/ﾎ/

マイ・ゴーストメンター 遊川 ユウ／著 集英社 GF/ﾕ/

黄昏のベルリン 連城 三紀彦／著 東京創元社 GF/ﾚ/

予約した図書・雑誌には取り置き期限があります。

貸出準備が整い次第、指定した方法（電話またはＥメール）でご連絡しますので

おおむね１週間以内の受け取りをお願いします。

（連絡不要の方は各自で確認ください）

期限内の受け取りがない場合、予約取り消しになりますのでご注意ください。

ご都合が悪い場合は、事前にご連絡ください。

図書館からのお知らせ


