
中央図書館一般室

新着図書案内リスト（６月第４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　＊

宮廷女性の戦国史 神田 裕理／著 山川出版社 210.4/ｶ/

SNS天皇論 茂木 謙之介／著 講談社 288.4/ﾓ/

53歳の新人 内多 勝康／著 新潮社 289.1/ｳ/

危機の外交 岡本 行夫／著 新潮社 289.1/ｵ/

　＊　３００  社会科学　＊

ブラジルの歴史を知るための50章 伊藤 秋仁／編著 明石書店 302/ｴ/ﾂｳﾛ

バイデンは赤い 高山 正之／著 新潮社 304/ﾀ/

老ーい、どん！　２ 樋口 恵子／著 婦人之友社
367.7/ﾋ
/2

マイホーム山谷 末並 俊司／著 小学館 369.9/ｽ/

　＊　４００  自然科学　＊

三角関数  
ニュートンプレ
ス

405/ﾆ
/22-5

なぜ宇宙は存在するのか 野村 泰紀／著 講談社 443.9/ﾉ/

　＊　５００  技術　＊

きちんと知りたい！自動車メカニズムの基
礎知識　続

 日刊工業新聞社
537.1/ｷ
/2

メイクがなんとなく変なので友達の美容部
員にコツを全部聞いてみた

吉川 景都／著 ダイヤモンド社 595.5/ﾖ/



男子ごはんの本　その14 国分 太一／著 エム・シィオー
596/ｺ
/14/ﾐﾄﾞﾘ

こねずに作れるベーカリーパン 池田 愛実／著 主婦と生活社
596.6/ｲ/
ﾋﾟﾝｸ/ｴﾝ

　＊　７００  芸術　＊

ヒロスエの思考地図 広末 涼子／著 宝島社 779.9/ﾋ/

砂まみれの名将 加藤 弘士／著 新潮社 783.7/ﾉ/

　＊　８００  言語　＊

英語の階級 新井 潤美／著 講談社 834/ｱ/

　＊　９００  文学　＊

闇で味わう日本文学 中野 純／著 笠間書院 910.2/ﾅ/

大人への手順 伊集院 静／著 文藝春秋 914.6/ｲ/

あっという間 南 伸坊／著 春陽堂書店 914.6/ﾐ/

縦横無尽の人間力 宮城谷 昌光／著 中央公論新社 914.6/ﾐ/

山口瞳 男の作法 山口 瞳／著 青志社 914.6/ﾔ/

あの図書館の彼女たち
ジャネット・ス
ケスリン・
チャールズ／著

東京創元社 933.7/ｽ/

六法推理 五十嵐 律人／著 KADOKAWA F/ｲ/

逆転のアリバイ 香納 諒一／著 光文社 F/ｶ/2

ルームメイトと謎解きを 楠谷 佑／著 ポプラ社 F/ｸ/

爆弾 呉 勝浩／著 講談社 F/ｺﾞ/

渚の螢火 坂上 泉／著 双葉社 F/ｻ/



流転 笹本 稜平／著 双葉社 F/ｻ/9

ハロー・グッドバイ 小路 幸也／著 集英社 F/ｼ/17

脱北航路 月村 了衛／著 幻冬舎 F/ﾂ/

二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ／著 祥伝社 F/ﾂ/

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾／著 集英社 F/ﾋ/

スタッフロール 深緑 野分／著 文藝春秋 F/ﾌ/

にごりの月に誘われ 本城 雅人／著 東京創元社 F/ﾎ/

公孫龍　巻２ 宮城谷 昌光／著 新潮社 F/ﾐ/2

宗歩の角行 谷津 矢車／著 光文社 F/ﾔ/

烈火の太洋　５ 横山 信義／著 中央公論新社 F/ﾖ/5

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

妊娠の新しい教科書 堤 治／著 文藝春秋
G495.4/ﾂ
/

人生を豊かにする歴史・時代小説教室 安部 龍太郎／著 文藝春秋
G901.3/
ｼﾞ/

人生百年の教養 亀山 郁夫／著 講談社
G914.6/ｶ
/

臨海楼綺譚
スティーヴンス
ン／著

光文社
G933.6/ｽ
/2

捜索者
タナ・フレンチ
／著

早川書房
G933.7/ﾌ
/

やり過ごした殺人 赤川 次郎／著 光文社 GF/ｱ/

再雇用警察官　４ 姉小路 祐／著 徳間書店 GF/ｱ/4

下町やぶさか診療所　３ 池永 陽／著 集英社 GF/ｲ/3



退き口 上田 秀人／著 徳間書店 GF/ｳ/1

鯰の夫婦 岡本 さとる／著 幻冬舎 GF/ｵ/5

ドリフター 梶永 正史／著 双葉社 GF/ｶ/

一目惚れ 小杉 健治／著 祥伝社 GF/ｺ/57

流離 佐伯 泰英／著 光文社 GF/ｻ/1

足抜 佐伯 泰英／著 光文社 GF/ｻ/2

狐祝言 芝村 凉也／著 双葉社 GF/ｼ/4

失わない男 愁堂 れな／著 集英社 GF/ｼ/7

イエロー・サブマリン 小路 幸也／著 集英社 GF/ｼ/15

後宮の烏　７ 白川 紺子／著 集英社 GF/ｼ/7

十番様の縁結び 東堂 燦／著 集英社 GF/ﾄ/

ずんだと神様 中島 久枝／著 角川春樹事務所 GF/ﾅ/7

やめるな外科医 中山 祐次郎／著 幻冬舎 GF/ﾅ/4

日本ハードボイルド全集　４ 北上 次郎／編 東京創元社 GF/ﾆ/4

京都寺町三条のホームズ　18 望月 麻衣／著 双葉社 GF/ﾓ/18

お世継姫と達人剣　２ 八神 淳一／著 コスミック出版 GF/ﾔ/2

海蝶 吉川 英梨／著 講談社 GF/ﾖ/

６月30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つけください。

図書館からの
お知らせ


