
4月の新着図書リスト 

請求記号 書名 著者名 

S-007.3-ﾌ デジタル・ポピュリズム 操作される世論と民主主義 福田直子‖著 

B-116-ｼ 思考実験 科学が生まれるとき 榛葉豊‖著 

130.2-ﾍ フランスの高校生が学んでいる 10人の哲学者 シャルル・ペパン‖著 永田千奈‖

訳 

141.6-ｱ アンガーマネジメント見るだけノート もう怒りで失敗しない! 安藤俊介‖監修 

146.8-ﾉ 言葉を失ったあとで 信田さよ子‖著 上間陽子‖著 

209.2-ｷ 人類の歴史をつくった 17の大発見 先史時代の名もなき天才

たち 

コーディー・キャシディー‖著 梶山

あゆみ‖訳 

209.7-ｱ ボタン穴から見た戦争 白ロシアの子供たちの証言 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ‖

[著] 三浦みどり‖訳 

289.1-ﾀ 明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語 田中ひかる‖著 

289.1-ﾅ 中江兆民と植木枝盛 日本民主主義の原型 松永昌三‖著 

289.3-ﾀ ジャンヌ・ダルクと百年戦争 時空をこえて語り継がれる乙女 加藤玄‖著 

289.3-ﾎ ボワソナード 「日本近代法の父」の殉教 池田眞朗‖著 

302-ﾗ 世界を知る 101の言葉 「単語ひとつ」で国際標準の教養がザ

ックリと身につく 

マンディープ・ライ‖著 鹿田昌美‖

訳 

302.3-ﾊ ウクライナを知るための 65章 服部倫卓‖編著 原田義也‖編著 

312.9-ﾋ 地図とデータで見る国境問題の世界ハンドブック ユゴー・ビヤール‖著 フレデリック・

アンセル‖著 蔵持不三也‖訳 ポ

ール・ガレ‖地図製作 

I-335.6-ﾆ <必要>から始める仕事おこし 「協同労働」の可能性 日本労働者協同組合連合会‖編 

366.2-ﾅ 土木技術者になるには 三上美絵‖著 

366.2-ﾅ 外交官になるには 飯島一孝‖著 

367.9-ﾊ マンガでわかる LGBTQ+ パレットーク‖著 ケイカ‖マンガ 

369-ﾄ ケアとアートの教室 東京藝術大学 Diversity on the Arts

プロジェクト‖編 

I-369.3-ﾄ 福島 人なき「復興」の 10年 フォト・ルポルタージュ 豊田直巳‖著 

S-369.4-ｺ 親を頼らないで生きるヒント 家族のことで悩んでいるあなたへ コイケジュンコ‖著 ブリッジフォース

マイル‖協力 

375-ﾀ 高等学校探究授業の創り方 教科・科目別授業モデルの提案 田中博之‖編著 

375-ﾄ 学校における海の学びガイドブック 小・中学校編 東京大学大学院教育学研究科附属

海洋教育センター‖編著 

375-ﾄ 学校における海の学びガイドブック 高等学校編 東京大学大学院教育学研究科附属

海洋教育センター‖編著 

379-ﾄ 海の学びガイドブック 社会教育施設編 東京大学大学院教育学研究科附属

海洋教育センター‖編著 

410.4-ﾕ 数学ガールの秘密ノート 図形の証明 結城浩‖著 

B-420.7-ｳ 宇宙を支配する「定数」 万有引力定数から光速、プランク定数

まで 

臼田孝‖著 

S-448.9-ﾜ デジタル社会の地図の読み方作り方 若林芳樹‖著 

452-ﾆ 海洋へのいざない 第 2版 日本船舶海洋工学会‖編著 

489-ﾀ 海獣学者、クジラを解剖する。 海の哺乳類の死体が教えてくれ

ること 

田島木綿子‖著 

493.7-ﾓ 発達障害と一緒に大人になった私たち モンズースー‖著 

498-ｻ 地図とデータで見る健康の世界ハンドブック ジェラール・サレム‖著 フロランス・

フルネ‖著 太田佐絵子‖訳 ジュ

スティーヌ・ベルジュロン‖地図製作 

リュシル・デュガスト‖地図製作 

498.1-ｷ 病院・医療のしくみ そこが知りたい! 木村憲洋‖監修 

667.9-ｺ さばの缶づめ、宇宙へいく 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち 小坂康之‖著 林公代‖著 



675.3-ｶ ワクワクのつくりかた 一瞬で「欲しい!」と思わせるアイデア思考術 カカムマサナリ‖著 

686.2-ｲ 地図鉄のすすめ 魅惑の鉄道路線 今尾恵介‖[著] 

723.3-ﾐ もっと知りたいミロ 生涯と作品 松田健児‖著 副田一穂‖著 

724.1-ｲ 現代感覚で描く水墨画の教科書 伊藤昌‖著 久山一枝‖著 根岸

嘉一郎‖著 

726.6-ｼ たまごのはなし しおたにまみこ‖作 

750.2-ﾔ もっと知りたいアイヌの美術 山崎幸治‖著 

783.4-ﾜ わたしはオオカミ 仲間と手をつなぎ、やりたいことをやり、なりた

い自分になる 

アビー・ワンバック‖著 寺尾まち子

‖訳 

801-ﾄ 言語が違えば、世界も違って見えるわけ ガイ・ドイッチャー‖著 椋田直子‖

訳 

904-ｶ 古典とケーキ 甘い再読愉悦の読書案内 梶村啓二‖著 

91-ｵ 珈琲店タレーランの事件簿 7 悲しみの底に角砂糖を沈めて 岡崎琢磨‖著 

91-ｶ 人狼ゲーム デスゲームの運営人 川上亮‖著 

91-ｺ さよならの言い方なんて知らない。 6  河野裕‖著 

91-ﾀ ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋源一郎‖著 

91-ﾅ Re:ゼロから始める異世界生活 29 長月達平‖著 

91-ﾏ 僕が僕をやめる日 松村涼哉‖[著] 

91-ﾐ ビブリア古書堂の事件手帖 [2]-3 扉子と虚ろな夢 三上延‖[著] 

911.16-ｵ 音楽 岡野大嗣‖著 

913.6-ｱ 陰の実力者になりたくて! 01 逢沢大介 著 

913.6-ｲ 零の晩夏 岩井俊二‖著 

913.6-ｲ サイレント・ウィッチ [1] 沈黙の魔女の隠しごと 依空まつり‖著 藤実なんな‖[画] 

913.6-ｳ 香君 上 西から来た少女 上橋菜穂子‖著 

913.6-ｳ 香君 下 遙かな道 上橋菜穂子‖著 

913.6-ｶ 本好きの下剋上 短編集 2 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[8] 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 8 

香月美夜‖著 

913.6-ｻ ブラザーズ・ブラジャー 佐原ひかり‖著 

913.6-ｼ はじめての 島本理生‖著 辻村深月‖著 宮

部みゆき‖著 森絵都‖著 

913.6-ﾂ レジェンドアニメ! 辻村深月‖著 

913.6-ﾃ 包帯クラブ ルック・アット・ミー! 天童荒太‖著 

913.6-ﾅ やさしい猫 中島京子‖著 

913.6-ﾉ 皆のあらばしり 乗代雄介‖著 

913.6-ﾋ 本心 平野啓一郎‖著 

913.6-ﾔ 白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます 

[1] 

やしろ‖著 keepout‖[画] 

914.6-ﾐ 神さまたちの遊ぶ庭 宮下奈都‖著 

929.1-ｲ ある日、僕が死にました イギョンヘ‖著 小笠原藤子‖訳 

93-ｱ 2034米中戦争 エリオット・アッカーマン‖著 ジェイム

ズ・スタヴリディス‖著 熊谷千寿‖

訳 

933.7-ｳ プロジェクト・ヘイル・メアリー 上・下 アンディ・ウィアー‖著 小野田和子

‖訳 

943.7-ﾍ レストラン「ドイツ亭」 アネッテ・ヘス‖著 森内薫‖訳 

C-ｱ 呪術廻戦 19 東京第一結界-怒れる男- 芥見下々‖著 

C-ｲ Dr.STONE 25 稲垣理一郎‖原作 Boichi‖作画 

C-ｺ 戦争は女の顔をしていない 3 小梅けいと‖作画 スヴェトラーナ・ア

レクシエーヴィチ‖原作 速水螺旋

人‖監修 

C-ﾊ 文豪ストレイドッグス 22 朝霧カフカ‖原作 春河 35‖漫画 



 


