
9月の新着図書 

請求記号 書名 著者名 

002-ｽ 表現を究める ドミニク・チェン‖[著] 川添愛‖[著] 

水野祐‖[著] スタディサプリ進路‖編 

002-ｽ 生活を究める 渡邊恵太‖[著] トミヤマユキコ‖[著] 

高橋龍三郎‖[著] スタディサプリ進路

‖編 

007.6-ｶ 大学生のためのレポート・卒論で困らないワード/パワポ/エク

セルのコツ Microsoft365/GoogleDrive/Zoom 

加藤瑞貴‖著 染谷昌利‖監修 

140-ｵ 進化でわかる人間行動の事典 小田亮‖編 

204-ﾙ 大図鑑コードの秘密 世界に隠されたメッセージを読み解く ポール・ルンダ‖編 浜口稔‖訳 

209.7-ｱ 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ‖[著]   

209.7-ﾌ ヒロシマを暴いた男  レスリー・M.M.ブルーム‖著 

210-ﾍ 日本史モノ事典 正・続 平凡社‖編 

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 

231-ﾅ 教養としてのギリシャ・ローマ 中村聡一‖著 

281-ｶ 歴飯ヒストリア 加来耕三‖監修 

282-ｱ 悪の歴史 東アジア編下南・東南アジア編 上田信‖編著 

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 

290.18-ﾏ 世界の「住所」の物語 通りに刻まれた起源・政治・人種・階

層の歴史 

ディアドラ・マスク‖著 神谷栞里‖訳 

293.4-ﾆ 魔女街道の旅 西村佑子‖著 

2G1.1-ｼ ご当地絶景北海道 すぐ行ける、非日常の大パノラマ   

2G1.2-ｼ ご当地絶景東北 すぐ行ける、非日常の大パノラマ   

2G1.3-ｼ ご当地絶景関東甲信越 すぐ行ける、非日常の大パノラマ   

2G1.5-ｼ ご当地絶景中部東海北陸 すぐ行ける、非日常の大パノラマ   

2G1.6-ｼ ご当地絶景関西 すぐ行ける、非日常の大パノラマ   

2G1.7-ｼ ご当地絶景中国四国 すぐ行ける、非日常の大パノラマ   

S-312.2-ｷ ミャンマー政変 クーデターの深層を探る 北川成史‖著 

S-312.8-ﾌ 女たちのポリティクス 台頭する世界の女性政治家たち ブレイディみかこ‖著 

312.9-ｺ 地政学世界地図 超約国際問題 33の論点 バティスト・コルナバス‖著 

I-316.1-ｲ 日本学術会議の使命 池内了[ほか]‖著 

S-335.5-ｺ 変貌する未来 世界企業 14社の次期戦略 クーリエ・ジャポン‖編 

350.9-ﾔ 世界国勢図会 2021/22 世界がわかるデータブック 矢野恒太記念会‖編集 

361.4-ｸ 10 代のためのソーシャルシンキング・ライフ 場に合った行動

の選択とその考え方 

パメラ・クルーク‖著 ミシェル・ガルシ

ア・ウィナー‖著 

S-361.4-ﾄ 異文化コミュニケーション学 鳥飼玖美子‖著 

361.4-ﾊ 『キングダム』で学ぶ最強のコミュニケーション力 馬場啓介‖著 

361.8-ﾎ ヘイトをとめるレッスン ホンソンス‖著 

367.3-ｺ 親の期待に応えなくていい 鴻上尚史‖著 

368.2-ｱ コロナ禍、貧困の記録 2020年、この国の底が抜けた 雨宮処凛‖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 

369.7-ｸ これだけは理解しておきたいボランティアの基礎 久米隼‖著 

371.5-ﾄ 学校の枠をはずした 東京大学「異才発掘プロジェクト」の実

験、凸凹な子どもたちへの 50のミッション 

東京大学先端科学技術研究センター中

邑研究室‖編 

373.4-ｸ 奨学金まるわかり読本 2021 久米忠史‖著 

374-ﾐ 著作権ハンドブック 宮武久佳‖著 大塚大‖著 

S-375-ｺ 問う方法・考える方法 「探究型の学習」のために 河野哲也‖著 

I-377.2-ｺ 「私物化」される国公立大学 駒込武‖編 

378.28-ｵ わたしたちの手話学習辞典 1 大杉豊‖編集 関宜正‖編集 全国手

話研修センター日本手話研究所‖手話

監修 

379.6-ﾜ そのまま使えるオンラインの“場づくり”アイデア帳 ワークショップ探検部‖著 



380.4-ｵ 折口信夫 山のことぶれ 折口信夫‖著 

380.4-ｺ 今和次郎 思い出の品の整理学 今和次郎‖著 

380.4-ﾐ 宮本常一 伝書鳩のように 宮本常一‖著 

380.4-ﾔ 柳田國男 ささやかなる昔 柳田國男‖著 

383.8-ｶ 47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 亀井千歩子‖著 

383.8-ﾌ 食物の世界地図 起源・歴史・交易・文化 ジル・フュメイ‖著 ピエール・ラファール

‖著 

386.9-ｶ すぐに役立つ 366日記念日事典 上・下 加瀬清志‖著 日本記念日協会‖編 

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 

410.4-ﾓ 計算する生命 森田真生‖著 

431.1-ｴ 元素の名前辞典 江頭和宏‖著 

S-440-ﾜ 古代文明と星空の謎 渡部潤一‖著 

451.8-ｸ 国谷裕子と考える気候危機と脱炭素社会 国谷裕子‖監修 

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 

460.4-ｲ 今西錦司 生物レベルでの思考 今西錦司‖著 

463-ｳ 細胞大図鑑 牛木辰男‖監修 

K-468.8-ｻ 湘南波の下水族館 佐藤輝‖著 鍵井靖章‖著 工藤孝浩

‖監修 

471.1-ｺ 世界のふしぎな木の実図鑑 小林智洋‖著 山東智紀‖著 山田英

春‖写真 

S-486.1-ｶ 博士の愛したジミな昆虫 金子修治‖編著 鈴木紀之‖編著 安

田弘法‖編著 

491.1-ﾐ 三木成夫 いのちの波 三木成夫‖著 

493.8-ﾑ パンデミック 世界に広がる恐るべき 50の感染症 PETER MOORE‖[著]  

495.1-ｸ 生理 CAMP みんなで聞く・知る・語る! 工藤里紗‖監修 上田惣子‖漫画 

496.6-ｵ APD<聴覚情報処理障害>がわかる本 小渕千絵‖監修 

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

Maybe Even Live Forever 

Asprey,Dave 

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 

498.5-ﾜ 買ってはいけない飲み物・お菓子 買ってもいい飲み物・お菓

子 

渡辺雄二‖著 

520-ｽ 図解眠れなくなるほど面白い建築の話 スタジオワーク‖著 

K-523.1-ｽ 横浜の名建築をめぐる旅 菅野裕子‖著 恩田陸‖著 

596.3-ｺ 生姜屋さんとつくったまいにち生姜レシピ こてらみや レシピ GINGER FACTORY 

監修 

602.1-ｻ 情報を活かして発展する産業 1～3 澤井陽介‖監修 

627.7-ﾘ 龍膽寺雄 焼夷弾を浴びたシャボテン 龍膽寺雄‖著 

627.8-ﾑ たのしい路上園芸観察 村田あやこ‖著 

629.2-ｼ 重森三玲 庭を見る心得 重森三玲‖著 

645.7-ﾏ 猫が歩いた近現代 化け猫が家族になるまで 真辺将之‖著 

649.4-ｱ 野生動物医学への挑戦 寄生虫・感染症・ワンヘルス 浅川満彦‖著 

708.7-ｺ アール・ブリュット湧き上がる衝動の芸術 小林瑞恵‖[編]著 

E-726.6-ﾍ お月さんのシャーベット ペクヒナ‖作  

727-ﾊ 有職文様図鑑 八條忠基‖著 

727-ﾘ 抗議するアートグラフィックス IN COLLABORATION WITH 

AMNESTY INTERNATIONAL 

ジョー・リッポン‖著  

743-ﾔ まるごとわかる!撮り方ブック iPhone & スマホ編 写真編集

者が教える“スマホ写真”の撮り方ガイド 

山崎理佳‖著 

775.7-ｱ 舞台上の青春 高校演劇の世界 相田冬二‖著 

778.2-ｶ ディズニー・コスチューム大全 ジェフ・カーティ‖著 ウォルト・ディズニ

ー・アーカイブスのスタッフ‖著 

785-ｻ マリンスポーツのための海の気象がわかる本  サーフレジェンド‖監修 



804-ﾖ フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡乾‖著 

813.7-ｻ コンサイスカタカナ語辞典 三省堂編修所‖編 

815.8-ﾆ 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷裕子‖編 

902.3-ﾙ ファンタジーの世界地図 ムーミン谷からナルニア国、ハリ

ー・ポッターまで 

ヒュー・ルイス=ジョーンズ‖編 

91-ｲ 一千一秒物語 稲垣足穂‖著 

91-ｼ りゅうおうのおしごと! 15 白鳥士郎‖著 西遊棋‖監修 

91-ﾂ 雷の季節の終わりに 恒川光太郎‖[著] 

91-ﾂ この世にたやすい仕事はない 津村記久子‖著 

91-ﾂ 君は永遠にそいつらより若い 津村記久子‖著 

91-ﾅ 銃 中村文則‖著 

91-ﾅ 100万回生きたきみ 七月隆文‖[著] 

91-ﾉ 洗濯(クリーニング)屋三十次郎 野中ともそ‖著 

91-ﾖ 夜に駆ける YOASOBI小説集 星野舞夜‖著 いしき蒼太‖著 しなの

‖著 水上下波‖著 橋爪駿輝‖著 

910.2-ﾑ 向田邦子 総特集 脚本家と作家の間で   

913.6-ｱ 白光 朝井まかて‖著 

913.6-ｱ 死にたがりの君に贈る物語 綾崎隼‖著 

913.6-ｱ 川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬まる‖著 

913.6-ｲ 横浜駅 SF 柞刈湯葉‖著 田中達之‖[画] 

913.6-ｳ 変な家 雨穴‖著 

913.6-ｵ 緊急事態下の物語 尾崎世界観‖著 金原ひとみ‖著 真

藤順丈‖著 瀬戸夏子‖著 東山彰良

‖著 

913.6-ｶ さよならも言えないうちに 川口俊和‖著 

913.6-ｺ たまごの旅人 近藤史恵‖著 

913.6-ｼ 霧をはらう 雫井脩介‖著 

913.6-ｼ さよならの向う側 清水晴木‖著 

913.6-ｼ 星のように離れて雨のように散った 島本理生‖著 

913.6-ｼ 止まりだしたら走らない 品田遊‖著 

913.6-ﾁ 硝子の塔の殺人 知念実希人‖著 

913.6-ﾆ 死物語 上・下 西尾維新‖著 

913.6-ﾉ 旅する練習 乗代雄介‖著 

913.6-ﾋ 透明な螺旋 東野圭吾‖著 

913.6-ﾓ 本が紡いだ五つの奇跡 森沢明夫‖著 

913.6-ﾔ ばにらさま 山本文緒‖著 

913.6-ﾔ 風よ僕らの前髪を 弥生小夜子‖著 

913.6-ﾕ レゾンデートルの祈り 楪一志‖著 

914.6-ｵ みらいめがね 2 苦手科目は「人生」です 荻上チキ‖著 ヨシタケシンスケ‖著 

916-ﾌ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー  2 The Real 

British Secondary School Days 

ブレイディみかこ‖著 

918.4-ﾁ 中世王朝物語全集 17・18 夢の通ひ路物語 上・下 市古貞次‖[ほか]編集委員 塩田公子

‖校訂・訳注 

928-ｼ 新釈漢文大系 詩人編 1 陶淵明 釜谷武志‖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  

S-980.2-ｶ ドストエフスキー黒い言葉 亀山郁夫‖著 

993.5-ｱ アコーディオン弾きの息子 ベルナルド・アチャガ‖著 

C-ｱ 永久機関シマエナガ シマエナガとカラスさん 青春‖著 

C-ｺ 宇宙兄弟 40 小山宙哉‖著 

C-ﾁ 縁の手紙 チョヒョナ‖著 

C-ﾄ 黒執事 31 枢やな‖著 

C-ﾜ 弱虫ペダル 74 渡辺/航‖著 

 


