
8月の新着図書 

請求記号 書名 著者名 

002-ｲ-1 大人になるためのリベラルアーツ [正] 思考演習 12題 石井/洋二郎‖著 藤垣/裕子‖著 

002-ｲ-2 大人になるためのリベラルアーツ 続 思考演習 12題 石井/洋二郎‖著 藤垣/裕子‖著 

007.6-ｽ できる Google for Education コンプリートガイド導入・運用・実

践編 

ストリートスマート‖著 できるシリーズ

編集部‖著 

019-ｺ 読書について 小林/秀雄‖著 

S-024.8-ｳ 本屋になりたい この島の本を売る 宇田/智子‖著 高野/文子‖絵 

031.7-ｶ カズレーザーが解けなかったクイズ 200問 カズレーザー‖著 

041-ﾄ 私たちはどのような世界を想像すべきか 東京大学教養のフロ

ンティア講義 

東京大学東アジア藝文書院‖編 

070-ﾓ フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 森/達也‖著 

100-ｱ Usborne philosophy for beginners written by Jordan Akpojaro, Rachel 

Firth and Minna Lacey illustrated by 

Nick Radford consultant philosopher, 

Alex Kaiserman designed by Freya 

Harrison 

S-121.6-ﾔ 日本哲学の最前線 山口/尚‖著 

123.8-ｳ 弟子の視点から読み解く『論語』 謡口/明‖著 

133.4-ﾐ 自由論 J.S.ミル‖著 関口/正司‖訳 

209.7-ﾌ ヒロシマを暴いた男 米国人ジャーナリスト、国家権力への挑戦 レスリー・M.M.ブルーム‖著 高山/祥

子‖訳 

210.3-ｺ 知られざる古墳ライフ え?ハニワって古墳の上に立ってたんで

すか!? お墓だけじゃない! 

譽田/亜紀子‖著 スソ/アキコ‖イラ

スト 松木/武彦‖監修 

210.7-ﾏ 日本兵を殺した父 ピュリツァー賞作家が見た沖縄戦と元兵士

たち 

デール・マハリッジ‖著 藤井/留美‖

訳 

231-ｼ アンティークコインマニアックス コインで辿る古代オリエント史 Shelk‖著 

290-ﾔ 教養としての地理 激変する世界の変化を読み解く 山岡/信幸‖著 

293.4-ﾆ 魔女街道の旅 西村/佑子‖著 

304-ｳ-1 内山節と語る未来社会のデザイン 1 民主主義を問いなおす 内山/節‖著 

304-ｳ-2 内山節と語る未来社会のデザイン 2 資本主義を乗りこえる 内山/節‖著 

304-ｳ-3 内山節と語る未来社会のデザイン 3 新しい共同体の思想と

は 

内山/節‖著 

304-ﾌ 文藝春秋オピニオン 2021年の論点 100   

309.1-ﾌ リベラリズムとは何か マイケル・フリーデン‖著 山岡/龍一

‖監訳 寺尾/範野‖訳 森/達也‖

訳 

310-ｱ Usborne politics for beginners written by Alex Frith, Rosie Hore 

and Louie Stowell illustrated by 

Kellan Stover politics experts, Hugo 

Drochon Daniel Viehoff 

311.1-ﾄ 「自由」はいかに可能か 社会構想のための哲学 苫野/一徳‖著 

S-316.1-ﾌ 「自由」の危機 息苦しさの正体 藤原/辰史‖[ほか著] 内田/樹‖[ほ

か著] 集英社新書編集部‖編 

S-316.8-ﾊ アメリカ黒人史 奴隷制から BLMまで ジェームス・M.バーダマン‖著 森本/

豊富‖訳 

S-318.6-ｺ 地方を生きる 小松/理虔‖著 

S-319-ｲ-12 知らないと恥をかく世界の大問題 12 世界のリーダー、決断

の行方 

池上/彰‖[著] 

319.8-ｱ 核なき時代を生きる君たちへ 核不拡散条約 50年と核兵器

禁止条約 

安斎/育郎‖著 

S-319.8-ｼ 紛争解決ってなんだろう 篠田/英朗‖著 

319.8-ｾ 核軍縮の現代史 北朝鮮・ウクライナ・イラン 瀬川/高央‖著 



330-ｱ Usborne economics for beginners written by Lara Bryan, Andy 

Prentice illustrated by Federico 

Mariani economics experts, David 

Stallibrass Pedro Serodio 

334.4-ｳ 地図とデータで見る移民の世界ハンドブック カトリーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン‖著 

太田/佐絵子‖訳 マドレーヌ・ブノワ=

ギュイヨ‖地図製作 

361-ﾄ いまを生きるための社会学 友枝/敏雄‖編 樋口/耕一‖編 平

野/孝典‖編 

S-361-ﾊ 環境社会学入門 持続可能な未来をつくる 長谷川/公一‖著 

361.4-ｺ リラックスのレッスン 緊張しない・あがらないために 鴻上/尚史‖著 

S-361.4-ﾅ リスク心理学 危機対応から心の本質を理解する 中谷内/一也‖著 

361.4-ﾅ 人はなぜ「自由」から逃走するのか エーリヒ・フロムとともに考

える 

仲正/昌樹‖著 

361.8-ﾎ ヘイトをとめるレッスン ホン/ソンス‖著 たなともこ‖訳 相/

沙希子‖訳 

366.2-ｷ 将来が見えてくる!日本の給料&職業図鑑 Special 給料 BANK‖著 スタディサプリ進路

‖著 

366.2-ﾅ 環境専門家になるには 小熊/みどり‖著 

366.2-ﾅ 社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中/英樹‖編著 菱沼/幹男‖編著 

366.2-ﾅ アプリケーションエンジニアになるには 小杉/眞紀‖著 吉田/真奈‖著 山

田/幸彦‖著 

369.4-ｼ 31cm ヘアドネーションの今を伝え、未来につなぐ Japan Hair Donation & Charity‖監修 

392-ﾃ 地図とデータで見る軍事戦略の世界ハンドブック ブルーノ・テルトレ‖編 土居/佳代子

‖訳 ユーグ・ピオレ‖地図製作 

404-ﾜ 科学の歳事記 どんぐりから宇宙へ 渡辺/政隆‖文 山本/美希‖絵 

B-410.4-ﾂ 数学とはどんな学問か? 数学嫌いのための数学入門 津田/一郎‖著 

S-420.4-ﾊ 物理学者のすごい思考法 橋本/幸士‖著 

421.2-ﾊ 時間大図鑑 原田/知広‖監修 田中/真樹‖監修 

451.8-ｱ Usborne climate crisis for beginners written by Andy Prentice and Eddie 

Reynolds illustrated by El Primo 

Ramón climate crisis experts, Steve 

Smith and Ajay Gambhir designed 

by Jamie Ball and Freya Harrison 

B-452.2-ｶ インド洋 日本の気候を支配する謎の大海 蒲生/俊敬‖著 

461-ﾅ WHAT IS LIFE? 生命とは何か ポール・ナース‖著 竹内/薫‖訳 

468.8-ｽ OCEAN LIFE 図鑑海の生物 THE SECRETS OF THE SEAS 

REVEALED 

スミソニアン協会‖監修 ロンドン自然

史博物館‖監修 遠藤/秀紀‖日本

語版監修 長谷川/和範‖日本語版

監修 [定木/大介‖ほか訳] 

487.5-ｼ 沖縄さかな図鑑 Commercial fishes and shellfishes of 

Okinawa 沖縄県の釣魚・水産物がほぼすべて分かる南の島

のさかな図鑑 

下瀬環 

487.5-ﾅ 日本魚類館 精緻な写真と詳しい解説 中坊/徹次‖編・監修 松沢/陽士‖

ほか写真 

487.5-ﾆ 魚類学の百科事典 日本魚類学会‖編 

489.6-ｲ クジラをめぐる冒険 ナゾだらけの生態から対立する捕鯨問題

まで 

石川/創‖著 

496.6-ｵ APD<聴覚情報処理障害>がわかる本 聞きとる力の高め方 

イラスト版 

小渕/千絵‖監修 

498.3-ｱ Super Human The Bulletproof Plan to Age Backward and 

Maybe Even Live Forever 

Asprey,Dave 

498.3-ｺ パンデミックブルーから心と体と暮らしを守る 50の方法 古賀/良彦‖著 

B-498.5-ｼ 食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門 体内時計が

左右する肥満、老化、生活習慣病 

柴田/重信‖著 



498.6-ｸ 新型コロナ 見えない恐怖が世界を変えた 写真リポート   

504-ﾌ 未来の科学者のためのナノテクガイドブック 物質・材料研究機構‖著 

I-518.8-ﾌ 街路樹は問いかける 温暖化に負けない<緑>のインフラ 藤井/英二郎‖著 海老澤/清也‖著 

當内/匡‖著 水眞/洋子‖著 

I-519.8-ﾅ 里山危機 フォト・レポート 東北からの報告 永幡/嘉之‖著 

612.9-ｼ 地図とデータで見る農業の世界ハンドブック ジャン=ポール・シャルヴェ‖著 太田/

佐絵子‖訳 クレール・ルヴァスール

‖地図製作 

678.2-ﾊ 地図でたどる世界交易史 ヴィジュアル版 フィリップ・パーカー‖著 花田/知恵

‖訳 

726.1-ｼ 描きたい!!を信じる 少年ジャンプがどうしても伝えたいマンガの

描き方 

週刊少年ジャンプ編集部‖作 

E-726.6-ﾏ ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケジー‖著 川村/元

気‖訳 

780.69-ﾊ スポーツと法 オリンピック・パラリンピックから考える 早川/吉尚‖編 

S-801.6-ｾ 時間の言語学 メタファーから読みとく 瀬戸/賢一‖著 

804-ｸ 寄り道ふらふら外国語 黒田/龍之助‖著 

804-ﾖ フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡/乾‖著 

S-807-ﾊ デジタルで変わる子どもたち 学習・言語能力の現在と未来 バトラー後藤裕子‖著 

816-ﾌ 「文章術のベストセラー100冊」のポイントを 1冊にまとめてみ

た。 

藤吉/豊‖著 小川/真理子‖著 

816.5-ﾀ 学際系小論文頻出テーマ 20 書き方のコツがよくわかる 高橋/廣敏‖著 

S-830.7-ｲ 英語独習法 今井/むつみ‖著 

832-ｶ 起源でたどる日常英語表現事典 亀田/尚己‖著 中道/キャサリン‖著 

91-ｱ 不在 彩瀬/まる‖[著] 

91-ｸ 邪馬台国はどこですか? 鯨/統一郎‖著 

91-ｻ 不連続殺人事件 坂口/安吾‖著 

91-ｾ おしまいのデート 瀬尾/まいこ‖著 

91-ﾅ 護られなかった者たちへ 中山/七里‖著 

91-ﾊ 夏の花ほか 戦争文学 原/民喜‖ほか著 

913.6-ｲ 兇人邸の殺人 今村/昌弘‖著 

913.6-ｲ 原因において自由な物語 五十嵐/律人‖著 

913.6-ｲ 貝に続く場所にて 石沢/麻依‖著 

913.6-ｳ 風と行く者 守り人外伝 上橋/菜穂子‖作 佐竹/美保‖絵 

913.6-ｶ-5-

6 

本好きの下剋上 第 5部[6] 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 6 

香月/美夜‖著 

913.6-ｺ ある晴れた夏の朝 英文版 小手鞠/るい‖著 グレン・サリバン‖

訳 

913.6-ｻ 星落ちて、なお 澤田/瞳子‖著 

913.6-ﾏ-1 ヒトコブラクダ層ぜっと 上 万城目/学‖著 

913.6-ﾏ-2 ヒトコブラクダ層ぜっと 下 万城目/学‖著 

923.4-ｵ 世説新語で読む竹林の七賢 大上/正美‖著 

929.1-ｲ 咲ききれなかった花 ハルモニたちの終わらない美術の時間 イ/ギョンシン‖著 梁/澄子‖訳 

93-ｸ パーカー・パインの事件簿 アガサ・クリスティ‖著 山田/順子‖

訳 

C-ｽ-47 ちはやふる 47 末次/由紀‖著 

C-ﾀ THIS ONE SUMMER マリコ・タマキ‖作 ジリアン・タマキ‖

画 三辺/律子‖訳 

C-ﾊ キングダム公式ガイドブック第 3弾戦国七雄人物録 原泰久 著 

C-ﾊ-21 文豪ストレイドッグス 21 朝霧/カフカ‖原作 春河/35‖漫画 

 


