
新着図書リスト　（１２月４日～１月８日）

書名 著者 出版社 分類番号

【総記】000

実践　自分で調べる技術 宮内泰介 岩波書店 002.7
デジタル化する新興国 伊藤亜聖 中央公論新社 007.3
やばいデジタル　現実が飲み込まれる日 NHKスペシャル取材班 講談社 007.3
コンピュータサイエンス図鑑　決定版 クレール・クイグリー 創元社 007.6
ギネス世界記録2021 クレイグ・グレンディ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 031

【哲学】100

あたりまえを疑う勇気 植松努 イースト・プレス 159
ゆでたまごはやさしく割りなさい 新関一成 商業界 159
私は私のままで生きることにした キム・スヒョン ワニブックス 159

【歴史・地理】200

地図でスッと頭に入る世界史 祝田秀全 昭文社 209
地図でスッと頭に入る日本史 山本博文 昭文社 210
古代メソポタミア全史 小林登志子 中央公論新社 227.3
物語東ドイツの歴史 河合信晴 中央公論新社 234
盗まれたエジプト文明 篠田航一 文藝春秋 242
大阪のトリセツ 昭文社 291.6

【社会科学】300

文藝春秋オピニオン　2021年の論点100 文藝春秋 304
裁判官だから書けるイマドキの裁判 日本裁判官ネットワーク 岩波書店 327
SDGs 危機の時代の羅針盤 南博 岩波書店 333.8
障害者とともに働く 藤井克徳 岩波書店 366.1
あなたの老後を助けるケアマネさんの仕事がわかる本 沖藤典子 岩波書店 369.2
今から間に合う総合・推薦入試面接 宮岡政徳 学研プラス 376.8

【自然科学】400

すごい科学者のアカン話 藤嶋昭 ナツメ社 402.8
科学者になりたい君へ　14歳の世渡り術 佐藤勝彦 河出書房新社 407
目で見る数字 岡部敬史 東京書籍 410.4
数学ガールの秘密ノーと　確率の冒険 結城浩 SBクリエイティブ 410.4
いまさら恐竜入門 丸山貴史 西東社 457.8
イラスト＆図解知識ゼロでも楽しく読める！宇宙のしくみ 松原隆彦 西東社 440
世界の美しい野生ネコ フィオナ・サンクイスト エクスナレッジ 489.5
新型コロナ7つの謎 宮坂昌之 講談社 498.6

【技術】500

魔法のてぬきおやつ てぬキッチン ワニブックス 596.6

【産業】600

【芸術】700

絵本のようにめくる世界遺産の物語 村上秀太郎 昭文社 709
中野京子と読み解く運命の絵　3 中野京子 文藝春秋 723
ドラゴン桜②13 三田紀房 講談社 726.3
シーリングワックスの本　増補版 平田美咲 誠文堂新光社 739

【言語】800

なぜ、読解力が必要なのか 池上彰 講談社 810.4
現代用語の基礎知識2021 自由国民社 813



【文学】900

藤原定家「明月記」の世界 村井康彦 岩波書店 911.1
小説の神様 相沢沙呼 講談社 913.6
小説の神様　あなたに読む物語　上下 相沢沙呼 講談社 913.6
ジェリーフィッシュは凍らない 市川憂人 東京創元社 913.6
星の子 今村夏子 朝日新聞出版 913.6
屍人荘の殺人 今村昌弘 東京創元社 913.6
あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見夏衛 スターツ社 913.6
ミッドナイトスワン 内田英治 文藝春秋 913.6
十二単を着た悪魔 内館牧子 幻冬舎 913.6
とわの庭 小川糸 新潮社 913.6
記憶屋 織守きょうや KADOKAWA 913.6
希望病棟 垣谷美雨 小学館 913.6
相棒　SEACH18　上・中・下 興水泰弘 朝日新聞出版 913.6
アリス殺し 小林泰三 東京創元社 913.6
大きな森の小さな密室 小林泰三 東京創元社 913.6
天国までの49日 櫻井千姫 スターツ社 913.6
キノの旅　22 時雨沢恵一 KADOKAWA 913.6
後宮の烏　5 白川紺子 集英社 913.6
夜明けのすべて 瀬尾まいこ 水鈴社 913.6
業平　小説伊勢物語 高樹のぶ子 日経BP 913.6
火焔の凶器　 知念実希人 新潮社 913.6
レフトハンドブラザーズ 知念実希人 文藝春秋 913.6
合唱　岬洋介の帰還 中山七里 宝島社 913.6
神様のビオトープ 凪良ゆう 講談社 913.6
東京すみっこごはん　5　レシピノートは永遠に 成田名璃子 光文社 913.6
少年と犬 馳星周 文藝春秋 913.6
むすびつき 畠中恵 新潮社 913.6
夜に駆ける 星野舞夜 双葉社 913.6
教場2 長岡弘樹 小学館 913.6
薬屋のひとりごと 　1 日向夏 主婦の友社 913.6
青の王 廣嶋玲子 東京創元社 913.6
昔話法廷　SEASON4 NHKEテレ「昔話法廷 」制作班 金の星社 913.6
あの日、君は何をした まさきとしか 小学館 913.6
探偵の鑑定 1-2 松岡圭祐 講談社 913.6
461個のおべんとう 丸山智 朝日新聞 913.6
カケラ 湊かなえ 集英社 913.6
家族の言い訳 森浩美 双葉社 913.6
私をくいとめて 綿矢りさ 朝日新聞出版 913.6
人は見た目！と言うけれど 外川浩子 岩波書店 916
アラゲイジアの物語 1　ドラゴンライダー外伝 クリストファー・パオリーニ 静山社 933
クトゥルーの呼び声 H・P・ラドクラフト 星海社 933
トンネル ベルハルト・ケラーマン 図書刊行会 943


