
新着図書から

書名 著者名 出版者 請求記号

　　人文科学・社会科学
問い続ける力 石川　善樹／著 筑摩書房 002.7 ﾄ
よくわかる生体認証 日本自動認識システム協会／編 オーム社 007.1 ﾖ
より活発に利用される図書館を目指して 伊藤　昭治／著 日本図書館研究会 010.4 ﾖ

＊ 感情の正体 渡辺　弥生／著 筑摩書房 141.6 ﾜ
「空気」を読んでも従わない 鴻上　尚史／著 岩波書店 159.7 ｸ
シャティーラの記憶 川上　泰徳／著 岩波書店 228.5 ｼ

＊ 皇后雅子 石井　勤／著 講談社 288.4 ｺ
すべては救済のために デニ・ムクウェゲ／著 あすなろ書房 289.3 ﾑｸ
三度目の日本 堺屋　太一／著 祥伝社 304 ｻ
大人になる前に知る命のこと 加納　尚美／編著 ぺりかん社 367.9 ｵ
宅地崩壊 釜井　俊孝／著 NHK出版 369.3 ﾀ
生きづらさを抱えるきみへ withnews編集部／著 ベストセラーズ 371.4 ｲ

＊ 日日是日本語 今野　真二／著 岩波書店 810.4 ｺ

　　政治・経済
資本主義と民主主義の終焉 水野　和夫／著 祥伝社 312.1 ｼ
公文書は誰のものか? 榎澤　幸広／編集代表 現代人文社 317.6 ｺ
9条入門 加藤　典洋／著 創元社 323.1 ｷ
トッカイ 不良債権特別回収部 清武　英利／著 講談社 324.4 ﾄ
特捜は「巨悪」を捕らえたか 宗像　紀夫／著 ワック 327.1 ﾄ

＊ キャッシュレス国家 西村　友作／著 文藝春秋 332.2 ﾆ
少子化する世界 村上　芽／著 日本経済新聞出版社 334.3 ｼ
「公益」資本主義 原　丈人／著 文藝春秋 335.4 ｺ
バブル経済事件の深層 奥山　俊宏／著 岩波書店 338.2 ﾊﾞ
はじめるデザイン 浅野　桜／著 技術評論社 674 ﾊ

　　科学・医学・工学
世にも美しき数学者たちの日常 二宮　敦人／著 幻冬舎 410.2 ﾖ
ランキングのカラクリ 谷岡　一郎／著 自由国民社 417 ﾗ
葉っぱはなぜこんな形なのか? 林　将之／文・写真 講談社 470 ﾊ
先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っています! 小林　朋道／著 築地書館 481.7 ｾ
虫ぎらいはなおるかな? 金井　真紀／文と絵 理論社 486.0 ﾑ

＊ ゴリラの森、言葉の海 山極　寿一／著 新潮社 489.9 ﾔ
＊ 最新健康診断と検査がすべてわかる本 矢冨　裕／編著 時事通信出版局 492.1 ｻ

孟司と誠の健康生活委員会 養老　孟司／著 文藝春秋 498.0 ﾀ
現代の職人 早坂　隆／著 PHP研究所 502.1 ｹﾞ
大量廃棄社会 仲村　和代／著 光文社 519.7 ﾀ
35歳、働き女子よ城を持て! 高殿　円／著 KADOKAWA 527 ｻ
人類、宇宙に住む ミチオ・カク／著 NHK出版 538.9 ｼﾞ

　　芸術・スポーツ
＊ レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する 池上　英洋／監修 平凡社 702.3 ﾚ
＊ ギュスターヴ・モロー ギュスターヴ・モロー／画 東京美術 723.3 ﾓ

セミ ショーン・タン／著 河出書房新社 726.5 ｾ
チックタック〜約束の時計台〜 にしの　あきひろ／著 幻冬舎 726.5 ﾁ

＊ エミール・ガレのガラス 山根　郁信／編 河出書房新社 751.5 ｶﾞ
世界が変わる「視点」の見つけ方 佐藤　可士和／著 集英社 757 ｾ
声優という生き方 中尾　隆聖／著 イースト・プレス 771.7 ｾ
市原悦子ことばの宝物 市原　悦子／著 主婦の友社 775.1 ｲﾁ
子どもとスポーツのイイ関係 山田　ゆかり／著 大月書店 780.7 ｺ
大坂なおみ 児玉　光雄／著 楓書店 783.5 ｵｵ

5月に図書館に新しく入った本の中から一部を紹介します。これ以外にも、こんな本が読みたい、こんな本を探し
ているといったときは、お気軽に職員におたずねください。貸出中のこともありますので、予約していただくと確実
に借りられます。図書館にない本でも、購入したり、他の図書館から借り受ける等して、ご要望におこたえします。
（＊印は、石部図書館のみにある本です。）  図書館ホームページでは、「新着案内」で、新しく入った本が随時ご
覧いただけます。



　　日本文学
ファンタジーを読む 井辻　朱美／著 青土社 902.3 ﾌ
作家と楽しむ古典 松浦　寿輝／著 河出書房新社 911.3 ｻ
世界でいちばん不幸で、いちばん幸福な少女 今岡　清／著 早川書房 L ｸﾘ
中川李枝子 中川　李枝子／著 平凡社 L ﾅｶ
普通の人々 谷川　俊太郎／著 スイッチ・パブリッシング 911.5 ﾀ
山山 松原　俊太郎／著 白水社 912.6 ﾏﾂ
ボダ子 赤松　利市／著 新潮社 F ｱｶ
マチのお気楽料理教室 秋川　滝美／著 講談社 F ｱｷ
アンサーゲーム 五十嵐　貴久／著 双葉社 F ｲｶﾞ
一度きりの人生だから 伊集院　静／著 双葉社 F ｲｼﾞ
井上靖未発表初期短篇集 井上　靖／著 七月社 F ｲﾉ
善く死ぬための身体論 内田　樹／著 集英社 F ｳﾁ
行基 岳　真也／著 KADOKAWA F ｶﾞｸ
百花 川村　元気／著 文藝春秋 F ｶﾜ
孤独という道づれ 岸　惠子／著 幻冬舎 F ｷｼ
昭和からの遺言 倉本　聰／著 双葉社 F ｸﾗ
もう一度花咲かせよう 残間　里江子／著 中央公論新社 F ｻﾞﾝ
祭り裏 島尾　ミホ／著 幻戯書房 F ｼﾏ
ざんねんな食べ物事典 東海林　さだお／著 文藝春秋 F ｼｮ
玄宗皇帝 塚本　青史／著 潮出版社 F ﾂｶ
焼跡の二十面相 辻　真先／著 光文社 F ﾂｼﾞ
夢見る帝国図書館 中島　京子／著 文藝春秋 F ﾅｶ
余物語 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ
上野-会津百五十年後の密約 西村　京太郎／著 文藝春秋 F ﾆｼ
去にし時よりの訪人(とぶらいびと) 蓮生　あまね／著 双葉社 F ﾊｽ
暁天の星 葉室　麟／著 PHP研究所 F ﾊﾑ
平成ストライク 青崎　有吾／著 南雲堂 F ﾍｲ
美しい顔 北条　裕子／著 講談社 F ﾎｳ
ゆりかごに聞く まさき　としか／著 幻冬舎 F ﾏｻ
しあわせしりとり 益田　ミリ／著 ミシマ社 F ﾏｽ
火神子 森山　光太郎／著 朝日新聞出版 F ﾓﾘ
蒼色の大地 薬丸　岳／著 中央公論新社 F ﾔｸ
つみびと 山田　詠美／著 中央公論新社 F ﾔﾏ
君の××を消してあげるよ 悠木　シュン／著 双葉社 F ﾕｳ
エンドオブスカイ 雪乃　紗衣／著 講談社 F ﾕｷ
大好きな町に用がある 角田　光代／著 スイッチ・パブリッシング 915.6 ｶｸ
無目的な思索の応答 又吉　直樹／著 朝日出版社 915.6 ﾏﾀ
絲的ココロエ 絲山　秋子／著 日本評論社 916 ｲﾄ
愛おしきいのちのために 岩元　綾／著 かもがわ出版 916 ｲﾜ
わたしはなにも悪くない 小林　エリコ／著 晶文社 916 ｺﾊﾞ
レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 レンタルなんもしない人／著 晶文社 916 ﾚﾝ

　　外国文学
星をかすめる風 イ　ジョンミョン／著 論創社 929.1 ｲ
いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか 岡本　広毅／編 みずき書林 930.2 ｲｶ
ゴーストライター キャロル・オコンネル／著 東京創元社 B 933 ｵｺ
翼ある歴史 ソフィア・サマター／著 東京創元社 933 ｻﾏ
路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック／著 白水社 933 ﾀﾞｲ
ミッドナイト・ライン　上・下 リー・チャイルド／著 講談社 B 933 ﾁｬ 
炎へのはしご アナイス・ニン／著 水声社 933 ﾆﾝ
ピュリティ ジョナサン・フランゼン／著 早川書房 933 ﾌﾗ
スミソニアンの王冠　上・下 ジェームズ・ロリンズ／著 竹書房 B 933 ﾛﾘ 
女性にとっての職業 ヴァージニア・ウルフ／著 みすず書房 934 ｳﾙ
正統とは何か G.K.チェスタトン／著 春秋社 934 ﾁｪ
僕が神さまと過ごした日々 アクセル・ハッケ／作 講談社 943 ﾊｯ
三つ編み レティシア・コロンバニ／著 早川書房 953 ｺﾛ
もうひとつの『異邦人』 カメル・ダーウド／著 水声社 953 ﾀﾞｳ
現代「液状化社会」を俯瞰する ウンベルト・エコ／著 而立書房 974 ｴｺ


