
６月の新着図書リスト 

請求記号 書名 著者名 

070-ﾋ ベリングキャット デジタルハンター、国家の噓を暴く エリオット・ヒギンズ‖著 安原/和見

‖訳 

159.4-ｺ 「やりたいこと」が見つかる思考のヒント 午堂/登紀雄‖著 

210-ｽ もし幕末に広報がいたら 「大政奉還」のプレスリリース書いてみ

た 

鈴木/正義‖著 金谷/俊一郎‖監

修 

B-210-ﾊ 日本史サイエンス 2 邪馬台国、秀吉の朝鮮出兵、日本海海

戦の謎を解く 

播田/安弘‖著 

S-210.6-ﾊ 父から子に伝えたい戦争の歴史 半藤/一利‖著 

K-213.7-ﾔ 横浜中華街 世界に誇るチャイナタウンの地理・歴史 山下/清海‖著 

S-219.9-ﾐ ドキュメント<アメリカ世>の沖縄 宮城/修‖著 

290.9-ﾁ 地球の歩き方ムー 異世界の歩き方   

S-304-ｳ リスクを生きる 内田/樹‖著 岩田/健太郎‖著 

S-304-ｵ まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう オードリー・タン‖語り 近藤/弥生子

‖執筆 

304-ｻ それでも、世界はよくなっている ラシュミ・サーデシュパンデ‖著 神

田/由布子‖訳 

S-309-ｵ アメリカ現代思想の教室 リベラリズムからポスト資本主義まで 岡本/裕一朗‖著 

315.5-ｴ 米国共産党調書 外務省アメリカ局第一課作成 江崎/道朗‖編訳 

S-316.8-ﾋ 人種主義の歴史 平野/千果子‖著 

319-ｶ 地図とデータで見るグローバリゼーションの世界ハンドブック ロラン・カルルエ‖著 土居/佳代子

‖訳 オーレリー・ボワシエール‖地

図製作 

S-319.1-ｶ 沖縄 50年の憂鬱 新検証・対米返還交渉 河原/仁志‖著 

319.1-ﾊ 沖縄返還と密使・密約外交 宰相佐藤栄作、最後の一年 馬場/錬成‖著 

S-319.1-ﾔ 北朝鮮外交回顧録 山本/栄二‖著 

S-319.3-ｺ 世界の賢人 12人が見たウクライナの未来プーチンの運命 クーリエ・ジャポン‖編 

S-323-ｼ ほんとうの憲法 戦後日本憲法学批判 篠田/英朗‖著 

326.5-ｻ プリズン・サークル 坂上/香‖著 

351-ﾔ 日本国勢図会 2022/23 日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会‖編集 

361.4-ﾔ 「空気」の研究 山本/七平‖著 

366.2-ﾎ 16歳の仕事塾 高校生と親・先生のためのキャリアデザイン 堀部/伸二‖著 山岸/慎司‖著 

S-369-ｼ ヤングケアラーってなんだろう 澁谷/智子‖著 

376.8-ｳ 東大現役合格→トップ成績で医学部に進学した僕の超戦略的

勉強法 

宇佐見/天彗‖著 PASSLABO‖協

力 

383.8-ﾙ 知っておきたい!韓国ごはんの常識 イラストで見るマナー、文

化、レシピ、ちょっといい話まで 

ルナ・キョン‖文 アンジ‖絵 繁松/

緑‖訳 

395.3-ｶ 基地問題の国際比較 「沖縄」の相対化 川名/晋史‖編 

S-395.3-ｸ 辺野古入門 熊本/博之‖著 

395.3-ﾉ 沖縄米軍基地全史 野添/文彬‖著 

404-ﾁ 教科書名短篇 科学随筆集 中央公論新社‖編 寺田/寅彦‖

[ほか著] 

B-410-ﾖ 新体系・大学数学入門の教科書 上・下 芳沢/光雄‖著 

B-451.8-ﾏ 地球温暖化はなぜ起こるのか 気候モデルで探る過去・現在・

未来の地球 

真鍋/淑郎‖著 アンソニー・J.ブロッ

コリー‖著 増田/耕一‖監訳 阿部

/彩子‖監訳 宮本/寿代‖訳 

B-457-ﾂ 生命の大進化 40 億年史 古生代編 生命はいかに誕生し、多

様化したのか カラー図説 

土屋/健‖著 群馬県立自然史博

物館‖監修 

B-498.5-ｻ 本当に役立つ栄養学 肥満、病気、老化予防のカギとなる食べ

ものの科学 

佐藤/成美‖著 

I-518.8-ｲ 誰のための排除アート? 不寛容と自己責任論 五十嵐/太郎‖著 

539.6-ﾀ 放射線について考えよう。 多田/将‖著 



596.22-ｵ おいしい韓国 BOOK   

E-726.6-ﾛ 戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン‖作 アンドリー・

レシヴ‖作 金原/瑞人‖訳 

S-740.2-ｵ わたしの心のレンズ 現場の記憶を紡ぐ 大石/芳野‖著 

S-740.4-ｺ 写真はわからない 撮る・読む・伝える-「体験的」写真論 小林/紀晴‖著 

830-ﾂ 映画シナリオで学ぶ英語表現 365 鶴岡/公幸‖著 佐藤/千春‖著 

Matthew Wilson‖著 

91-ｱ ただいま神様当番 青山/美智子‖著 

91-ｱ 希望が死んだ夜に 天祢/涼‖著 

91-ｱ 86-エイティシックス- Ep.9～11 安里/アサト‖著 

91-ｷ ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 4～6 衣笠/彰梧‖著 

91-ｺ 余命 10年 小坂/流加‖著 

91-ｻ メイジアン・カンパニー 4 魔法科高校の劣等生 続 佐島/勤‖[著] 

91-ｼ お勝手のあん 6 あんの信じるもの 柴田/よしき‖著 

91-ﾁ 黒猫の小夜曲(セレナーデ) 知念/実希人‖著 

91-ﾅ Re:ゼロから始める異世界生活 30 長月/達平‖著 

91-ﾌ 平家物語 犬王の巻 古川/日出男‖著 

91-ﾎ 焰 星野/智幸‖著 

911.56-ﾖ 吉野弘詩集 吉野/弘‖著 

913.6-ｱ 俺ではない炎上 浅倉/秋成‖著 

913.6-ｹ ワカレ花 けんご‖著 

913.6-ﾃ カレーの時間 寺地/はるな‖著 

913.6-ﾄ N/A 年森/瑛‖著 

913.6-ﾆ 掟上今日子の忍法帖 西尾/維新‖著 

913.6-ﾈ Free Life Fantasy Online [1] 人外姫様、始めました 子日/あきすず‖[著] Sherry‖[画] 

913.6-ﾊ 古本食堂 原田/ひ香‖[著] 

913.6-ﾌ 両手にトカレフ ブレイディみかこ‖著 

913.6-ﾌ スタッフロール 深緑/野分‖著 

913.6-ﾎ 鼠 堀/辰雄‖著 ねこ助‖絵 

913.6-ﾏ ウェルカム・ホーム! 丸山/正樹‖著 

913.6-ﾑ 信仰 村田/沙耶香‖著 

S-914.4-ｵ 徒然草をよみなおす 小川/剛生‖著 

S-930.2-ｼ シャーロック・ホームズのすべて ロジャー・ジョンスン‖著 ジーン・ア

プトン‖著 日暮/雅通‖訳 

C-ｱ- アルスラーン戦記 17 荒川/弘‖漫画 田中/芳樹‖原作 

C-ｲ BLUE GIANT EXPLORER 4・5 石塚/真一‖著 NUMBER8‖story 

director 

C-ﾊ キングダム 65 原/泰久‖著 

C-ﾜ 弱虫ペダル 78 渡辺/航‖著 

 


