
１２月の新着図書 

 請求記号 書名 著者名 

 

総

記 

007.6-ﾆ ピクセルアート上達コレクション ドット絵の表現を拡大させる

アートフォーマット 

日貿出版社‖編 

007.6-ﾓ 考え方から学ぶプログラミング講義 Pythonではじめる 森畑/明昌‖著 

022.6-ﾔ 羊皮紙の世界 薄皮が秘める分厚い歴史と物語 八木/健治‖著 

心

理 

 

宗

教 

141.9-ﾈ 兄弟姉妹の心理学 根本/裕幸‖著 

S-160-ｲ 宗教を「信じる」とはどういうことか 石川/明人‖著 

180.4-ｱ 気になる仏教語辞典 仏教にまつわる用語を古今東西、イ

ラストとわかりやすい言葉でなむなむと読み解く 

麻田/弘潤‖著 

188.8-ﾔ 禅の知恵に学ぶ 山川/宗玄‖著 

 

歴

史 

204-ﾌ 希望の歴史 人類が善き未来をつくるための 18章 上・下 ルトガー・ブレグマン‖著 

210.7-ﾋ ソ連兵へ差し出された娘たち 平井/美帆‖著 

289.1-ﾌ 藤原道長 摂関期の政治と文化 大津/透‖著 

292.9-ｷ トルクメニスタン・ファンブック 中央アジアの知られざる国 ギュルソユ慈‖著 

 

 

 

 

 

 

社

会

科

学 

302.3-ﾃ 地図で見るヨーロッパハンドブック フランク・テタール‖著 ピエール=

アレクサンドル・ムニエ‖著 

S-319-ｺ 戦争と平和の国際政治 小原/雅博‖著 

319-ﾋ よくわかる国際政治 広瀬/佳一‖編著 小笠原/高雪

‖編著 小尾/美千代‖編著 

S-319.8-ﾖ 迫りくる核リスク <核抑止>を解体する 吉田/文彦‖著 

332-ｶ 格差の起源 なぜ人類は繁栄し、不平等が生まれたのか オデッド・ガロー‖著 

336.2-ﾎ 思考力の地図 論理とひらめきを使いこなせる頭のつくり方 細谷/功‖著 

341-ﾓ 「国の借金は問題ない」って本当ですか? 森永先生!経済ど

素人の私に、MMTの基本を教えてください。 

森永/康平‖著 

S-361.4-ﾄ 聞く技術聞いてもらう技術 東畑/開人‖著 

375.3-ﾆ 教科専門性をはぐくむ教師教育 日本社会科教育学会‖編 

376.8-ﾅ 芸術学部 中高生のための学部選びガイド 浅野/恵子‖著 

379.7-ﾌ 「勉強法のベストセラー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 

 

 

自

然

科

学 

404-ﾐ 科学用語図鑑 水谷/淳‖文 小幡/彩貴‖絵 

450-ｱ ありえない 138億年史 宇宙誕生と私たちを結ぶビッグヒスト

リー 

ウォルター・アルバレス‖著 山田/

美明‖訳 

481.7-ﾐ 「死んだふり」で生きのびる 生き物たちの奇妙な戦略 宮竹/貴久‖著 

491.3-ﾅ 図解眠れなくなるほど面白い老化の話 長岡/功‖総監修 野村/義宏‖

監修 

493.1-ｲ イラストで楽しく学ぶ!食中毒の知識 伊藤/武‖著 西島/基弘‖著 お

の/みさ‖絵 

技

術 

 

家

政 

519-ｼ 地球温暖化で人類は絶滅しない 環境危機を警告する人た

ちが見過ごしていること 

マイケル・シェレンバーガー‖著 

藤倉/良‖訳 安達/一郎‖訳 桂

井/太郎‖訳 

595.4-ｼ 最高の髪型解剖図鑑 黄金比の顔を手に入れる 篠原/龍‖著 

596.2-ｶ 日本全国お雑煮レシピ 地元に行って、作って、食べた 粕谷/浩子‖著 

596.7-ﾄ おいしい珈琲を自宅で淹れる本 富田/佐奈栄‖著 

産

業 

I-648.2-ﾀ 培養肉とは何か? 竹内/昌治‖著 日比野/愛子‖

著 

 

芸

術 

702.1-ﾂ 日本美術の歴史 辻/惟雄‖著 

702.2-ﾄ もっと知りたい中国の美術 富田/淳‖監修・著 

709-ﾐ 東京藝大・クローン文化財 笑顔のつぎ木 宮廻/正明‖監修 深井/隆‖監

修 IKI‖編著 

E-726.6-ﾊ まるがいいっ 林/木林‖作 庄野/ナホコ‖絵 

芸

術 

748-ｲ Romantic Forest おとぎの森の動物たち 井上/浩輝‖著 

749.1-ﾑ 文にあたる 牟田/都子‖著 



 

ス

ポ

｜

ツ 

761.8-ﾀ 実践!はじめての作曲入門 [2022] 理論は後からついてく

る! 

竹内/一弘‖編著 クラフトーン‖

編著 

783.1-ﾁ Another REAL 車いすバスケ日本代表はいかにして強くなっ

たのか!? 

チームリアル‖著 

783.7-ﾐ プロ野球「熱狂」のメカニズム ファン行動とマネジメントの計

算社会科学 

水野/誠‖編 稲水/伸行‖編 笹

原/和俊‖編 

796-ﾌ 将棋放浪記から学ぶ最速!最短!わかりやすい将棋の勝ち方 藤森/哲也‖著 

 

言

語 

816.5-ﾋ 小論文これだけ! 人文・文化・思想・芸術・歴史深掘り編 樋口/裕一‖著 大原/理志‖著 

816.6-ﾀ 三省堂ポケット手紙の書き方辞典 武部/良明‖編 

817.5-ｺ ちくま小説入門 高校生のための近現代文学ベーシック 紅野/謙介‖編 清水/良典‖編 

830-ﾂ 映画シナリオで学ぶ英語表現 365 続 3語で気持ちを伝え

るシンプルフレーズ 

鶴岡/公幸‖編著 佐藤/千春‖

編著 Matthew Wilson‖編著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文

学 

91-ｱ 他人の顔 安部/公房‖著 

91-ｱ 春夏秋冬代行者 春の舞 上・下 暁/佳奈‖著 

91-ｱ 春夏秋冬代行者 夏の舞 上・下 暁/佳奈‖著 

91-ｶ 青春ブタ野郎はマイスチューデントの夢を見ない 鴨志田/一‖[著] 

91-ｼ お勝手のあん 7 あんの明日 柴田/よしき‖著 

91-ｼ りゅうおうのおしごと! 17 白鳥/士郎‖著 西遊棋‖監修 

91-ﾅ Re:ゼロから始める異世界生活 32 長月/達平‖著 

913.6-ｱ ラブカは静かに弓を持つ 安壇/美緒‖著 

913.6-ｶ 本好きの下剋上 第 5 部[10] 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 10 

香月/美夜‖著 

913.6-ｺ 爆弾 呉/勝浩‖著 

913.6-ﾕ 方舟 夕木/春央‖著 

913.6-ﾕ 教誨 柚月/裕子‖著 

913.6-ﾕ #真相をお話しします 結城/真一郎‖著 

916-ｲ ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記 ズラータ・イヴァシコワ‖文・絵 

929.1-ｲ 韓国現代詩選 茨木/のり子‖訳編 

933.7-ｳ われら闇より天を見る クリス・ウィタカー‖著 鈴木/恵‖

訳 

933.7-ｸ ピラネージ スザンナ・クラーク‖著 原島/文

世‖訳 

95-ｴ 嫉妬 事件 アニー・エルノー‖著 堀/茂樹‖

訳 アニー・エルノー‖著 菊地/よ

しみ‖訳 

コ

ミ

ッ

ク 

C-ｱ 呪術廻戦 21 東京第二結界-豪運- 芥見/下々‖著 

C-ｺ 眠れぬ夜はケーキを焼いて 2 午後‖著 

C-ｺ 宇宙兄弟 42 小山/宙哉‖著 

C-ｽ 税金で買った本 1～5 ずいの‖原作 系山/冏‖漫画 

C-ｽ ちはやふる 50 末次/由紀‖著 

 


