
５月の新着図書リスト 

請求記号 書名 著者 

007.6-ｴ サイバーセキュリティー会社図鑑 NRIセキュアテクノロジーズ‖監修 

いわた慎二郎‖絵 日経 BP コンサ

ルティング‖編集 

007.6-ｻ パワポで描く!図とイラスト PowerPointによる教材・レポート・資

料で使える素材の作成から動きのある表現まで 

澤崎敏文‖著 

019.9-ﾖ <自分>を知りたい君たちへ 読書の壁 養老孟司‖著 

131.5-ﾏ 自省録 マルクス・アウレーリウス‖[著] 神谷

美恵子‖訳 

133.5-ﾗ ラッセル幸福論 ラッセル‖[著] 安藤貞雄‖訳 

S-140-ﾄ ようこそ、心理学部へ 同志社大学心理学部‖編 

140.4-ｵ すばらしきアカデミックワールド オモシロ論文ではじめる心理学

研究 

越智啓太‖著 

S-141.1-ﾎ 医師のつくった「頭のよさ」テスト 認知特性から見た 6つのパタ

ーン 

本田真美‖著 

141.5-ｳ 思考力改善ドリル 批判的思考から科学的思考へ 植原亮‖著 

146.8-ﾄ なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない 東畑開人‖著 

S-159-ｶ 武器としての教養 鎌田浩毅‖著 

201-ｶ 歴史とは何か E.H.カー‖[著] 近藤和彦‖訳 

S-209.5-ｵ 世界史の考え方 小川幸司‖編 成田龍一‖編 

S-209.7-ｲ 20歳の自分に教えたい現代史のきほん 池上彰‖著 「池上彰のニュースそう

だったのか!!」スタッフ‖著 

210.2-ﾀ 土偶を読む図鑑 竹倉史人‖著 

210.4-ﾆ 鎌倉殿の 13人 北条義時とその時代   

K-213.7-ﾌ 神奈川から考える世界史 歩いて、見て、感じる歴史 藤田賀久‖編著 藤村泰夫‖監修 

市川賢司‖[ほか著] 

219.9-ｳ 琉球・沖縄歴史遺産ガイド 上里隆史‖監修 

S-230.5-ｲ ヨーロッパ史入門 市民革命から現代へ 池上俊一‖著 

289.3-ｹ 特別な存在になりなさい ジャクリーン・ケネディという生き方 山口路子‖著 

K-291.3-ﾄ 地図で楽しむ本当にすごい神奈川 都道府県研究会‖著 

302.2-ｱ 台湾を知るための 72章 赤松美和子‖編著 若松大祐‖編

著 

302.2-ﾅ 教えて!タリバンのこと 世界の見かたが変わる緊急講座 内藤正典‖著 

304-ｲ これから大人になる君たちへ 学校では教えてくれない未来を生

き抜くヒント 

池上彰‖監修 

S-304-ｲ 親ガチャという病 池田清彦‖著 中島義道‖著 和

田秀樹‖著 室井佑月‖著 森達

也‖著 香山リカ‖著 土井隆義‖

著 

318-ｳ 自分で始めた人たち 社会を変える新しい民主主義 宇野重規‖著 

319.3-ｲ ウクライナ侵略戦争 世界秩序の危機 『世界』編集部‖編 

319.8-ｲ 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上彰‖著 

324.1-ｼ 大人になるってどういうこと? みんなで考えよう 18歳成人 神内聡‖著 

S-361.4-ｲ 「人それぞれ」がさみしい 「やさしく・冷たい」人間関係を考える 石田光規‖著 

361.4-ｻ メディアリテラシーを学ぶ ポスト真実世界のディストピアを超え

て 

坂本旬‖著 

366.2-ﾅ 声優になるには 山本健翔‖著 

I-366.8-ｺ 外国人労働相談最前線 今野晴貴‖著 岩橋誠‖著 

S-368.6-ｱ 家族という呪い 加害者と暮らし続けるということ 阿部恭子‖著 

I-369.2-ﾌ 「障害」ある人の「きょうだい」としての私 藤木和子‖著 

369.3-ﾐ スマホで防災 家族も自分も守る!スマホで始める最新防災マニ

ュアル 

宮下由多加‖著 



371.6-ﾀ 道徳教室 いい人じゃなきゃダメですか 高橋秀実‖著 

I-373.2-ﾅ ルポ大阪の教育改革とは何だったのか 永尾俊彦 著 

376.8-ﾅ 歯学部 中高生のための学部選びガイド 橋口佐紀子‖著 

407-ﾔ アリエナイ理科ノ大事典 文科省絶対不認可教科書 薬理凶室‖文・監修 

407-ﾛ 見て・考えて・描く自然探究ノート ネイチャー・ジャーナリング ジョン・ミューア・ロウズ‖著 杉本裕

代‖訳 吉田新一郎‖訳 

B-421.3-ﾀ ゼロから学ぶ量子力学 量子世界への、はじめの一歩 竹内薫‖著 

B-443.9-ﾉ なぜ宇宙は存在するのか はじめての現代宇宙論 野村泰紀‖著 

B-467.2-ﾅ 遺伝子とは何か? 現代生命科学の新たな謎 中屋敷均‖著 

480-ｲ ざんねんないきもの事典 やっぱり おもしろい!進化のふしぎ 今泉忠明‖監修 下間文恵‖[ほ

か]絵 有沢重雄‖[ほか]文 

480.7-ｻ 動物園を考える 日本と世界の違いを超えて 佐渡友陽一‖著 

481.7-ﾊ 動物たちのナビゲーションの謎を解く なぜ迷わずに道を見つけ

られるのか 

デイビッド・バリー‖著 熊谷玲美‖

訳 

491.5-ｸ 毒物ずかん キュートであぶない毒キャラの世界へ くられ‖文・監修 姫川たけお‖絵・

まんが 

B-491.6-ｵ 日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた 奥田昌子‖著 

498.5-ｲ 一晩置いたカレーはなぜおいしいのか 食材と料理のサイエンス 稲垣栄洋‖著 

498.6-ｲ 次なるパンデミックを回避せよ 環境破壊と新興感染症 井田徹治‖著 

498.6-ｵ 最後の砦となれ 新型コロナから災害医療へ 大岩ゆり‖著 

501.6-ﾌ エネルギーをめぐる旅 文明の歴史と私たちの未来 古舘恒介‖著 

S-523.1-ｵ 日本の近代建築ベスト 50 小川格‖著 

S-673.8-ｳ コンビニチェーン進化史 梅澤聡‖著 

721.7-ﾖ 与謝蕪村 「ぎこちない」を芸術にした画家 与謝蕪村‖[画] 府中市美術館‖

編・著 

723.3-ｳ 366日絵画でめぐるファッション史 海野弘‖解説・監修 

726.1-ﾄ -物語を作る人のための-世界観設定ノート 鳥居彩音‖著 榎本秋‖監修 

E-726.6-ﾀ ぼく 谷川俊太郎‖作 合田里美‖絵 

B-763-ﾃ 楽器の科学 美しい音色を生み出す「構造」と「しくみ」 フランソワ・デュボワ‖著 木村彩‖

訳 

B-783.7-ﾄ 統計学が見つけた野球の真理 最先端のセイバーメトリクスが明

らかにしたもの 

鳥越規央‖著 

796-ﾊ 将棋のひみつ 見かた・楽しみかたがわかる本 知るほど面白い

棋界超入門 

羽生善治‖監修 

798.3-ﾀ すこしずるいパズル [1] たつなみ‖著 

S-810.1-ﾌ いつもの言葉を哲学する 古田徹也‖著 

836.5-ﾁ 迷走しない!英語論文の書き方 秘密は「構造」作りにあり ヴァランヤ・チョーベー‖著 成田悠

輔‖監訳 布施雄士‖訳 

91-ｴ 青銅の魔人 江戸川乱歩‖著 

91-ｴ 地底の魔術王 江戸川乱歩‖著 

91-ｼ りゅうおうのおしごと! 16 白鳥士郎‖著 西遊棋‖監修 

91-ﾄ 観覧車は謎を乗せて 朝永理人‖著 

91-ﾐ ここはボツコニアン 1 宮部みゆき‖著 

91-ﾑ 女のいない男たち 村上春樹‖著 

911.12-ｳ 「令和」の心がわかる万葉集のことば 上野誠‖著 

911.14-ｽ ちはやふる百人一首勉強ノート 末次由紀‖著 

912.6-ｴ 善人たち 遠藤周作‖著 

912.7-ｻ いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう 2 坂元裕二‖著 

913.6-ｲ マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎‖著 

913.6-ｲ 六法推理 五十嵐律人‖著 

913.6-ｳ くるまの娘 宇佐見りん‖著 

913.6-ｼ 剣持麗子のワンナイト推理 新川帆立‖著 

913.6-ｼ 朱色の化身 塩田武士‖著 

913.6-ﾊ 横浜大戦争 川崎・町田編 蜂須賀敬明‖著 



913.6-ﾊ 八月の母 早見和真‖著 

913.6-ﾋ マスカレード・ゲーム 東野圭吾‖著 

913.6-ﾌ 空にピース 藤岡陽子‖著 

913.6-ﾏ 宙ごはん 町田そのこ‖著 

913.6-ﾖ 月とコーヒー 吉田篤弘‖著 

914.6-ｵ 私の好きな孤独 長田弘‖著 

914.6-ﾌ ゆく川の流れは、動的平衡 福岡伸一‖著 

929.1-ﾅ 花を見るように君を見る ナテジュ‖著 黒河星子‖訳 

929.9-ｱ スモモの木の啓示 ショクーフェ・アーザル‖著 堤幸‖

訳 

933.7-ｲ 春の心臓 イェイツ‖著 芥川龍之介‖訳 ホノ

ジロトヲジ‖絵 

933.7-ｽ 春 アリ・スミス‖著 木原善彦‖訳 

933.7-ﾀ この道の先に、いつもの赤毛 アン・タイラー‖著 小川高義‖訳 

983-ﾌ 理不尽ゲーム サーシャ・フィリペンコ‖著 奈倉有

里‖訳 

C-ｸ 秘密を語る時間 クジョンイン‖著 呉永雅‖訳 

C-ｺ 宇宙兄弟 41 小山宙哉‖著 

C-ﾀ orange 7 大切なあなたへ 高野苺‖著 

C-ﾊ キングダム 23 ＫＩＮＧＤＯＭ 原泰久∥著 

C-ﾔ ブルーピリオド 12 山口つばさ‖著 

C-ﾜ 弱虫ペダル 77 渡辺航‖著 

 


