
6月の新着図書 

請求記号 書名 著者名 

021.2-ｳ 教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野達弘‖編 

023-ｶ 文芸ピープル 「好き」を仕事にする人々 辛島デイヴィッド‖著 

K-090-ｶ 相州大山を知る 神奈川県立図書館所蔵大山関係資料より 神奈川県立図書館企画サービス部地

域情報課 編 

121.6-ｻ 高校生のための人物に学ぶ日本の思想史 佐伯啓思‖編著 国際高等研究所‖

監修 高橋義人‖監修 

S-141.2-ｲ ドレミファソラシは虹の七色? 知られざる「共感覚」の世界 伊藤浩介‖著 

S-151.5-ｲ 「利他」とは何か 伊藤亜紗‖編 中島岳志‖著 若松

英輔‖著 國分功一郎‖著 磯崎憲

一郎‖著 

S-159.7-ｼ 大人になるっておもしろい? 清水真砂子‖著 

159.7-ﾖ ミライの武器 「夢中になれる」を見つける授業 吉藤オリィ‖著 

209-ﾔ 新世界海賊の作法 山田吉彦‖監修 

289.1-ｸ フリーハグ! 桑原功一‖著 

290-ﾔ グローバリゼーション 縮小する世界 矢ケ崎典隆‖編 山下清海‖編 加

賀美雅弘‖編 

S-304-ｲ 知らないと恥をかく世界の大問題 10 転機を迎える世界と日

本 

池上彰‖[著] 

S-319-ｲ 知らないと恥をかく世界の大問題 11 グローバリズムのその先 池上彰‖[著] 

319-ｽ グローバリゼーション マンフレッド・B.スティーガー‖[著]  

331.1-ﾗ 脱成長 セルジュ・ラトゥーシュ‖著 

S-331.6-ｻ 人新世の「資本論」 斎藤幸平‖著 

S-333.6-ﾐ 世界経済図説 宮崎勇‖著 田谷禎三‖著 

I-334.4-ﾎ 消えたヤマと在日コリアン 丹波篠山から考える 細見和之‖著 松原薫‖著 川西な

を恵‖著 

S-335.1-ｼ 論語と算盤 現代語訳 渋沢栄一‖著 守屋淳‖訳 

351-ﾔ 日本国勢図会 202122 日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会‖編集 

361-ｲ 国際社会学入門 石井香世子‖編 

361.5-ｲ 多文化共生社会に生きる グローバル時代の多様性・人権・教

育 

李修京‖編著 権五定‖監修 鷲山

恭彦‖監修 

375.7-ﾔ もともと絵は抽象である 高校の美術で探った「絵画とは何か」 山廣茂夫‖著 

375.8-ｷ 英語でビブリオバトル実践集 木村修平‖編著 近藤雪絵‖編著 

389-ﾅ グローバル化時代の文化・社会を学ぶ 文化人類学社会学の

新しい基礎教養 

長友淳‖編 

S-404-ｵ 探究する精神 職業としての基礎科学 大栗博司‖著 

B-407-ｵ 理系女性の人生設計ガイド 自分を生かす仕事と生き方 大隅典子‖著 大島まり‖著 山本佳

世子‖著 

407-ﾊ 「役に立たない」研究の未来 初田哲男‖著 大隅良典‖著 隠岐

さや香‖著 柴藤亮介‖ナビゲーター 

B-410.7-ｵ 論理パズル 100 世界の名作から現代の良問まで 小野田博一‖著 

410.7-ｽ この本の名は? 噓つきと正直者をめぐる不思議な論理パズル レイモンド・M.スマリヤン‖著  

B-414.1-ﾎ 四角形の七不思議 いちばん身近な図形の深遠な世界 細矢治夫‖著 

B-414.1-ﾔ 円周率 πの世界 数学を進化させた「魅惑の数」のすべて 柳谷晃‖著 

B-421.2-ﾌ アインシュタイン方程式を読んだら「宇宙」が見えた ガチンコ相

対性理論 

深川峻太郎‖著 

430-ｻ 世界史は化学でできている 絶対に面白い化学入門 左巻健男‖著 

B-440-ﾄ 爆発する宇宙 138億年の宇宙進化 戸谷友則‖著 

440-ﾎ ブラックホールってすごいやつ 国立天文台教授が教える 本間希樹‖著 吉田戦車‖イラスト 

S-440-ﾎ 宇宙の奇跡を科学する 本間希樹‖著 

I-451.8-ｳ 気候崩壊 次世代とともに考える 宇佐美誠‖著 

S-465-ｶ 京大式へんな生き物の授業 神川龍馬‖著 



468.8-ﾑ 海洋生物学 地球を取りまく豊かな海と生態系 Philip V.Mladenov‖著 

493.1-ﾕ ある日突然、慢性疲労症候群になりました。 この病気、全然

「疲労」なんかじゃなかった… 

ゆらり‖著 倉恒弘彦‖監修 

493.7-ﾄ 実録解離性障害のちぐはぐな日々 私の中のたくさんのワタシ Tokin‖著 

S-493.7-ﾓ 感じるオープンダイアローグ 森川すいめい‖著 

493.8-ﾅ 今だから知りたいワクチンの科学 効果とリスクを正しく判断する

ために 

中西貴之‖著 宮坂昌之‖監修 

S-493.8-ﾔ パンデミックの文明論 ヤマザキマリ‖著 中野信子‖著 

499-ｱ クスリとリスクと薬剤師 油沼‖漫画 NOCHIKA‖原作 さく‖

原作 深谷朋昭‖原作 ボンズあか薬

師‖原作 児島悠史‖原作 ぇぉた

ん。ぬ‖原作 えぬけー‖原作 奥村

ゆき‖原作 鈴木猛弘‖原作 ネーヤ

‖原作 るるーしゅ‖原作 Kuriedits

‖原作 

501.6-ﾊ 地図とデータで見るエネルギーの世界ハンドブック ベルトラン・バレ‖著 ベルナデット・メレ

ンヌ=シュマケル‖著 蔵持不三也‖

訳 アンヌ・バイイ‖地図製作 

519.4-ｲ 追いつめられる海 井田徹治‖著 

B-538.9-ﾑ スペース・コロニー宇宙で暮らす方法 向井千秋‖監修・著 東京理科大学

スペース・コロニー研究センター‖編・

著 

594.8-ﾜ deuxR のドライボタニカル ドライフラワー、球根花、蜜蠟花でつく

る、飾る、贈る。 

渡部裕美‖著 

596-ｵ 作り始めから後片づけまでほぼ 30分ランチ   

596-ﾄ くらしのための料理学 土井善晴‖著 

E-726.6-ﾌ 地球のことをおしえてあげる ソフィー・ブラッコール‖作・絵 

E-726.6-ﾖ にげてさがして ヨシタケシンスケ‖著 

E-726.6-ﾜ むらの英雄 エチオピアのむかしばなし わたなべしげお‖文 にしむらしげお‖

絵 

788.1-ﾜ 世界のおすもうさん 和田靜香‖文 金井真紀‖文絵 

796.9-ﾋ ヒガシコウヘイのチェス入門 定跡編 定跡から手筋・実戦まで

世界でいちばんわかりやすい入門書! 

東公平‖著 

S-809.2-ｳ コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 上坂博亨‖著 大谷孝行‖著 里見

安那‖著 

S-810.1-ﾅ 「自分らしさ」と日本語 中村桃子‖著 

831.1-ｱ 理想のリスニング 「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界 阿部公彦‖著 

835-ｱ 英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 2 朝尾幸次郎‖著 

837.5-ｱ 英文学教授が教えたがる名作の英語 阿部公彦‖著 

91-ｱ 本のエンドロール 安藤祐介‖[著] 

91-ｱ 十年後の僕らはまだ物語の終わりを知らない 尼野ゆたか‖[著] 

91-ｵ ひと 小野寺史宜‖著 

91-ｽ 革命前夜 須賀しのぶ‖著 

91-ﾂ 光待つ場所へ 辻村深月‖[著] 

91-ﾅ 合唱 岬洋介の帰還 中山七里‖著 

91-ﾏ エモ怖 松村進吉‖著 丸山政也‖著 鳴崎

朝寝‖著 

91-ﾐ 向日葵の咲かない夏 道尾秀介‖著 

913.6-ｱ わたし、定時で帰ります。 [3] ライジング 朱野帰子‖[著] 

913.6-ｲ スモールワールズ 一穂ミチ‖著 

913.6-ｴ 影に対して 母をめぐる物語 遠藤周作‖著 

913.6-ｴ 武士とジェントルマン 榎田ユウリ‖著 

913.6-ｶ マドンナ・ヴェルデ 海堂尊‖著 

913.6-ｶ この場所であなたの名前を呼んだ 加藤千恵‖著 

913.6-ｺ 1話 3分で驚きの結末!大どんでん返しの物語 『このミステリーがすごい!』編集部‖編 



913.6-ﾀ 刺青 谷崎潤一郎‖著 夜汽車‖絵 

913.6-ﾂ 琥珀の夏 辻村深月‖著 

913.6-ﾃ 雨夜の星たち 寺地はるな‖著 

913.6-ﾊ リボルバー 原田マハ‖著 

913.6-ﾊ 小説 8050 林真理子‖著 

913.6-ﾊ 都会(まち)のトム&ソーヤ 17 逆立ちするライオン はやみねかおる‖[著] にしけいこ‖画 

913.6-ﾐ 雷神 道尾秀介‖著 

913.6-ﾖ 強制終了、いつか再起動 吉野万理子‖著 

913.6-ﾖ 黒牢城 Arioka Citadel case 米澤穂信‖著 

913.6-ﾘ 彼岸花が咲く島 李琴峰‖著 

S-914.6-ｲ 悲しみとともにどう生きるか 入江杏‖編著 柳田邦男‖著 若松

英輔‖著 星野智幸‖著 東畑開人

‖著 平野啓一郎‖著 島薗進‖著 

914.6-ｳ 邪悪なものの鎮め方 内田樹‖著 

916-ｽ 3人で親になってみた ママとパパ、ときどきゴンちゃん 杉山文野‖著 

923.7-ﾘ 三体 3 死神永生 上・下 劉慈欣‖著 

93-ｺ 失われたものたちの本 ジョン・コナリー‖著 田内志文‖訳 

93-ｽ ペナンブラ氏の 24時間書店 ロビン・スローン‖著 島村浩子‖訳 

93-ﾓ 青い城 モンゴメリ‖[著] 谷口由美子‖訳 

933.7-ｸ わたしの全てのわたしたち サラ・クロッサン‖著  最果タヒ‖訳 

金原瑞人‖訳 

949.3-ﾃ キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン‖著 長山さき‖訳 

C-ｱ アルスラーン戦記 15 荒川弘‖漫画 田中芳樹‖原作 

C-ｱ 呪術廻戦 16 芥見下々 著 

C-ｲ 進撃の巨人 34 諫山創‖著 

C-ｼ 服を着るならこんなふうに VOLUME11 縞野やえ‖漫画 

 


