
4月の新着図書 

請求記号 書名 著者名 

007.3-ﾖ サイボーグ時代 リアルとネットが融合する世界でやりたいことを

実現する人生の戦略 

吉藤オリィ‖著 

019-ﾃ 読書と人生 寺田寅彦‖[著] 

S-141.5-ﾐ 問いの立て方 宮野公樹‖著 

145.4-ﾊ 人の意識を自由自在に操る最強の催眠術 林貞年‖著 

159.8-ﾔ 逃避の名言集 特に深刻な事情があるわけではないけれど私に

はどうしても逃避が必要なのです 

山口路子‖著 

164.1-ﾏ こんなに面白かった日本神話 松前健‖著 

175.9-ﾄ 関東の美しい神社 戸部民夫‖著 

188.7-ﾎ 教誨師 堀川惠子‖[著] 

193-ﾏ 世界でいちばん素敵な聖書の教室 町田俊之‖監修 ロム・インターナショ

ナル‖編集・文 

S-210.3-ﾖ 女帝の古代王権史 義江明子‖著 

210.4-ﾄ 戦国武将の土木工事 豊田隆雄‖著 

290.1-ﾌ 教養としての「国名の正体」 藤井青銅‖著 

2G1.3-ｱ 歩く地図鎌倉・横浜散歩 2022   

302.2-ﾆ 現代ネパールを知るための 60章 日本ネパール協会‖編 

320.4-ｸ 生活実用法律事典 國部徹‖監修 

S-326.3-ﾊ 入門犯罪心理学 原田隆之‖著 

330-ｲ がんばってるのになぜ僕らは豊かになれないのか 井上純一‖著 アル・シャード‖企画

協力 飯田泰之‖監修 

330-ﾊ The Latte Factor Why You Don't Have to Be Rich to Live 

Rich 

Bach,David 

335.8-ﾃ もしわたしが「株式会社流山市」の人事部長だったら 手塚純子‖著 

336.5-ｷ 伝わる<図・グラフ・表>のデザインテクニック 北田荘平‖共著 渡邉真洋‖共著 

361.4-ｵ 歪んだ正義 「普通の人」がなぜ過激化するのか 大治朋子‖著 

361.4-ｻ イラスト図解デマの心理学 怖い群集心理のメカニズム 齊藤勇‖監修 

I-365-ﾆ 狙われる 18歳!? 消費者被害から身を守る 18の Q&A 日本弁護士連合会消費者問題対策

委員会‖著 

366.2-ﾅ 弁理士になるには 藤井久子‖著 

367.5-ｷ ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか レイチェル・ギーザ‖著 冨田直子‖

訳 

S-368.6-ﾂ 京アニ事件 津堅信之‖著 

S-368.7-ﾐ どうしても頑張れない人たち ケーキの切れない非行少年たち 

2 

宮口幸治‖著 

369.3-ｱ 特別授業 3.11君たちはどう生きるか あさのあつこ‖著 池澤夏樹‖著 鷲

田清一‖著 鎌田浩毅‖著 橋爪大

三郎‖著 最相葉月‖著 橘木俊詔

‖著 斎藤環‖著 田中優‖著 

I-369.3-ｲ 3.11を心に刻んで 2021 岩波書店編集部‖編 

369.3-ｶ 16歳の語り部 雁部那由多‖語り部 津田穂乃果‖

語り部 相澤朱音‖語り部 佐藤敏郎

‖案内役 

369.3-ﾐ 南三陸日記 三浦英之‖著 

371.3-ﾎ 学校を長期欠席する子どもたち 不登校・ネグレクトから学校教

育と児童福祉の連携を考える 

保坂亨‖著 

372.1-ｲ 日本のオンライン教育最前線 アフターコロナの学びを考える 石戸奈々子‖編著 

376.4-ﾃ 通信制高校のすべて 「いつでも、どこでも、だれでも」の学校 手島純‖編著 阿久澤麻理子‖[ほか

著] 

376.8-ﾅ 国際学部 中高生のための学部選びガイド 三井綾子‖著 

379.7-ｽ 夢を叶えるための勉強法 鈴木光‖著 



404-ｶ 科学と倫理 AI時代に問われる探求と責任 金子務‖監修 酒井邦嘉‖監修 日

本科学協会‖編 野家啓一‖[ほか]

著 

B-410-ｸ なっとくする数学記号 π、e、iから偏微分まで 黒木哲徳‖著 

417-ｲ 統計学のキホン 数学をつかう 意味がわかる 石村友二郎‖著 石村貞夫‖監修 

417-ﾀ ランキングのカラクリ 谷岡一郎‖著 

421-ﾆ 最強に面白い!!次元   

B-460-ｻ カラー図解アメリカ版新・大学生物学の教科書 第 1巻 細胞

生物学 

D.サダヴァ‖[ほか]著 石崎泰樹‖監

訳・訳 中村千春‖監訳・訳 小松佳

代子‖訳 

484.6-ﾏ 考えるナメクジ 人間をしのぐ驚異の脳機能 松尾亮太‖著 

493.7-ﾆ 発達障害を生きる NHKスペシャル取材班‖著 

498.3-ｴ 合格睡眠 毎日しっかり眠って成績を伸ばす 江戸川大学睡眠研究所‖編 福田一

彦‖[ほか]著 浅岡章一‖[ほか]著 

山本隆一郎‖[ほか]著 

S-499-ﾋ ドラッグストア拡大史 日野眞克‖著 

520.4-ﾐ いまはまだない仕事にやがてつく君たちへ 建築家・三浦丈典が

未来への悩みにこたえる 

三浦丈典‖著 

K-521.8-ﾆ 三溪園の建築と原三溪 西和夫‖著 

543.5-ｱ チェルノブイリの祈り 未来の物語 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ‖

[著] 松本妙子‖訳 

594-ｴ ブックカバーとノートカバーの作り方 手作りでらくらくできる えかたけい‖著 

K-686.9-ｴ 江ノ島電鉄&湘南モノレール 湘南の海を駆け抜ける、ふたつの

電車の魅力満載! 

江ノ島電鉄株式会社‖監修 湘南モノ

レール株式会社‖監修 夢現舎‖編 

721.2-ﾐ 鳥獣戯画のヒミツ 宮川禎一‖著 

725.4-ｵ 初めてでもできる!『黒板アート』の描き方事典 小野大輔‖著 

E-726.6-ｻ いつかあなたをわすれても 桜木紫乃‖文 オザワミカ‖絵 

748-ｶ 世界のスノードーム図鑑 カルロス矢吹‖[著] 

801.7-ｺ 翻訳教室 はじめの一歩 鴻巣友季子‖著 

809-ｳ 「言葉にできる」は武器になる。 梅田悟司‖著 

816-ﾏ マジ文章書けないんだけど 朝日新聞ベテラン校閲記者が教え

る一生モノの文章術 

前田安正‖著 

817.5-ｺ ちくま評論文の論点 21 五味渕典嗣‖編 松田顕子‖編 吉

田光‖編 

91-ｱ ぼくがきみを殺すまで あさのあつこ‖著 

91-ｵ 櫻子さんの足下には死体が埋まっている [17] 櫻花の葬送 太田紫織‖[著] 

91-ｻ メイジアン・カンパニー 2 魔法科高校の劣等生 続 佐島勤‖[著] 

91-ﾀ 陰翳礼讃・刺青ほか 谷崎潤一郎‖著 

91-ﾂ 真夜中の子供 辻仁成‖著 

91-ﾅ 泣くな研修医 中山祐次郎‖[著] 

91-ﾅ Re:ゼロから始める異世界生活 26 長月達平‖著 

91-ﾆ おまじない 西加奈子‖著 

91-ﾈ ネメシス 1 今村昌弘‖著 

91-ﾈ ネメシス 2 藤石波矢‖著 

91-ﾈ ネメシス 3 周木律‖著 

91-ﾋ 薬屋のひとりごと 2～10 日向夏‖[著] 

91-ﾏ 夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田そのこ‖著 

91-ﾐ あとは野となれ大和撫子 宮内悠介‖[著] 

91-ﾑ 地球星人 村田沙耶香‖著 

91-ﾕ JR上野駅公園口 柳美里‖著 

91-ﾕ JR高田馬場駅戸山口 柳美里‖著 

S-913.3-ｶ 平安男子の元気な!生活 川村裕子‖著 

913.6-ｱ 正欲 朝井リョウ‖著 

913.6-ｱ ばあさんは 15歳 阿川佐和子‖著 



913.6-ｶ 代理母、はじめました 垣谷美雨‖著 

913.6-ｶ 本好きの下剋上 貴族院外伝 1年生 司書になるためには手

段を選んでいられません 

香月美夜‖著 

913.6-ｶ 本好きの下剋上 第 5部[5] 司書になるためには手段を選ん

でいられません 女神の化身 5 

香月美夜‖著 

913.6-ｸ MR Medical Representative 久坂部羊‖著 

913.6-ｺ Day to Day 講談社‖編 相沢沙呼‖[ほか著] 

913.6-ｼ ヴィクトリアン・ホテル 下村敦史‖著 

913.6-ﾀ 魚服記 太宰治‖著 ねこ助‖絵 

913.6-ﾃ 彼女が天使でなくなる日 寺地はるな‖[著] 

913.6-ﾆ 紳士と淑女のコロシアム「競技ダンス」へようこそ 二宮敦人‖著 

913.6-ﾊ 令夢の世界はスリップする 赤い夢へようこそ-前奏曲- はやみねかおる‖著 

913.6-ﾊ 怪盗クイーンからの予告状 怪盗クイーン エピソード 0 はやみねかおる‖著 K2商会‖絵 

913.6-ﾊ 蜘蛛ですが、なにか? [1] 馬場翁‖著 輝竜司‖イラスト 

913.6-ﾋ 白鳥とコウモリ 東野圭吾‖著 

913.6-ﾋ 新謎解きはディナーのあとで 東川篤哉‖著 

913.6-ﾌ 転生したらスライムだった件 18 伏瀬‖著 みっつばー‖イラスト 

913.6-ﾎ 終わりの歌が聴こえる 本城雅人‖著 

913.6-ﾏ うつくしが丘の不幸の家 町田そのこ‖著 

913.6-ﾐ 魂手形 三島屋変調百物語七之続 宮部みゆき‖著 

913.6-ﾐ ドキュメント 湊かなえ‖著 

913.6-ﾓ できない相談 森絵都‖著 

913.6-ﾔ アンブレイカブル 柳広司‖著 

913.6-ﾖ 春は馬車に乗って 横光利一‖著 いとうあつき‖絵 

914.6-ｷ 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田奈美‖著 

914.6-ﾐ ざらざらをさわる 三好愛‖著 

S-914.6-ﾔ たちどまって考える ヤマザキマリ‖著 

916-ｶ 食べることと出すこと 頭木弘樹‖著 

929.1-ﾁ ミカンの味 チョナムジュ‖著 矢島暁子‖訳 

929.8-ﾊ インド神話物語ラーマーヤナ 上・下 デーヴァダッタ・パトナーヤク‖文・画 

沖田瑞穂‖監訳 上京恵‖訳 

93-ｵ ブルックリン・フォリーズ ポール・オースター‖[著] 柴田元幸

‖訳 

933.7-ｲ クララとお日さま カズオ・イシグロ‖著 土屋政雄‖訳 

933.7-ﾛ ギャザリング・ブルー 青を蒐める者 ロイス・ローリー‖[著] 島津やよい‖

訳 

933.7-ﾛ メッセンジャー 緑の森の使者 ロイス・ローリー‖[著] 島津やよい‖

訳 

933.7-ﾛ ある子ども <ギヴァー4部作>完結編 ロイス・ローリー‖[著] 島津やよい‖

訳 

953.7-ｸ 神さまの貨物 ジャン=クロード・グランベール‖著 河

野万里子‖訳 

C-ｽ ちはやふる 46 末次由紀‖著 

C-ﾅ 聖(セイント)☆おにいさん 19 中村光‖著 

C-ﾊ キングダム 61 原泰久‖著 

C-ﾐ ドラゴン桜 2 5～16 三田紀房‖著 

C-ﾗ ましろのおと 27 羅川真里茂‖著 

 


