
中央図書館一般室

新着図書案内リスト（５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　＊

<自分>を知りたい君たちへ 養老 孟司／著 毎日新聞出版 019.9/ﾖ/

奇書の世界史　２ 三崎 律日／著 KADOKAWA
020.4/ﾐ
/2

　＊　２００  歴史　＊

手紙が語る歴史秘話
「江戸楽」編集
部／編

メイツユニバー
サルコンテンツ

210/ｴ/

　＊　３００  社会科学　＊

日本を蝕む新・共産主義 馬渕 睦夫／著 徳間書店 304/ﾏ/

二本の棘 山下 征士／著 KADOKAWA 317.7/ﾔ/

なぜか好かれる人の「言葉」と「表現」の
選び方

牛窪 万里子／著 明日香出版社 336.4/ｳ/

テレワーク本質論 田澤 由利／著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

336.4/ﾀ/

ビジネスパーソンが知っておきたい
LGBTQ+の基礎知識

伊藤 義博／著 秀和システム 336.4/ﾋﾞ/

銀行員のそのひとことには理由がある 川北 英貴／著 すばる舎 336.8/ｶ/

親子の法則 三凛 さとし／著 KADOKAWA 367.3/ｻ/

一生使える勉強法 金川 顕教／著 総合法令出版 379.7/ｶ/



子育ては声かけが9割 佐藤 亮子／著 東洋経済新報社 379.9/ｻ/

　＊　４００  自然科学　＊

一生モノの物理学 鎌田 浩毅／著 祥伝社 420/ｶ/

最新カーボンニュートラルの基本と動向が
よーくわかる本

池原 庸介／著 秀和システム 451.8/ｲ/

先生、モモンガがお尻でフクロウを脅して
います？

小林 朋道／著 築地書館 481.7/ｺ/

カップ一杯の魔法 しばた みか／著 山と溪谷社 499.8/ｼ/

　＊　５００  技術　＊

秀和レジデンス図鑑 谷島 香奈子／著
トゥーヴァージ
ンズ

527.8/ﾔ/

四季dancyu春のレシピ  プレジデント社
596/ｼ/ﾐﾄﾞ
ﾘ

　＊　６００  産業　＊

水草レイアウト制作ノート　２
月刊アクアライ
フ編集部／編

エムピージェー
627.8/ｱ
/2

図説中世ヨーロッパの商人 菊池 雄太／編著 河出書房新社 672.3/ｷ/

　＊　９００  文学　＊

消えた歌の風景　PART1 内館 牧子／著 清流出版
911.5/ｳ
/1

人生の旅をゆく　４ 吉本 ばなな／著 NHK出版
914.6/ﾖ
/4

少年が見た戦争 井原 浩／著 花乱社 916/ｲ/

名探偵と海の悪魔
スチュアート・
タートン／著

文藝春秋 933.7/ﾀ/



青い雪 麻加 朋／著 光文社 F/ｱ/

陽だまりに至る病 天祢 涼／著 文藝春秋 F/ｱ/

名探偵・浅見光彦全短編 内田 康夫／著 光文社 F/ｳ/

稔と仔犬 青いお城 遠藤 周作／著 河出書房新社 F/ｴ/

ブラック・ムーン 逢坂 剛／著 中央公論新社 F/ｵ/

クラウドの城 大谷 睦／著 光文社 F/ｵ/

きみだからさびしい 大前 粟生／著 文藝春秋 F/ｵ/

奏鳴曲 海堂 尊／著 文藝春秋 F/ｶ/

父の話 川本 和佳／著
新潮社図書編集
室

F/ｶ/

タラント 角田 光代／著 中央公論新社 F/ｶ/

春のこわいもの 川上 未映子／著 新潮社 F/ｶ/

シャルロットのアルバイト 近藤 史恵／著 光文社 F/ｺ/

漆花ひとつ 澤田 瞳子／著 講談社 F/ｻ/

看守の信念 城山 真一／著 宝島社 F/ｼ/

空にピース 藤岡 陽子／著 幻冬舎 F/ﾌ/

ヒノマル 古市 憲寿／著 文藝春秋 F/ﾌ/



　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

第二次世界大戦秘史 山崎 雅弘／著 朝日新聞出版
G209.7/ﾔ
/

世界推理短編傑作集　６
エミール・ガボ
リオ／ほか著

東京創元社
G908.3/ｴ
/6

洛中洛外をゆく 葉室 麟／著 KADOKAWA
G910.2/ﾊ
/

背進の思想 五木 寛之／著 新潮社
G914.6/ｲ
/

長野まゆみの偏愛耽美作品集 長野 まゆみ／編 中央公論新社
G918.6/ﾅ
/

心霊探偵八雲Short Stories 神永 学／著 KADOKAWA GF/ｶ/Z

隠居すごろく 西條 奈加／著 KADOKAWA GF/ｻ/

ハイ・フロンティア 笹本 祐一／著 東京創元社 GF/ｻ/3

新・入り婿侍商い帖　３ 千野 隆司／著 KADOKAWA GF/ﾁ/3

流浪の月 凪良 ゆう／著 東京創元社 GF/ﾅ/

最後の晩ごはん　17 椹野 道流／著 KADOKAWA GF/ﾌ/17

図書館からの
お知らせ

５月14日（土）の新刊は

大型連休の影響で

お休みになります。

図書館の本が水にぬれて返却されることが

多く困っています。紙が水分を含むとふやけ、

閲覧できない状態になりやすいです。

図書館の本は、市民の皆様の共有財産で

すので、ご協力お願いします。


