
分類番号 書名 著者名 出版社

007 ネット検索が怖い  ネット被害に遭わないために　 神田　知宏／著 東京：ポプラ社

031 この問題、とけますか?　[1]  だいわ文庫　346-1F 吉田　敬一／著 東京：大和書房

096 北前船と下津井界隈散策  岡山文庫　313 倉敷ぶんか倶楽部／編 岡山：日本文教出版

098 目で見る岡山弁  岡山文庫　314 吉田　則夫／著 岡山：日本文教出版

104 ひとりで、考える  哲学する習慣を　 小島　俊明／著 東京：岩波書店

152 選ばれる女におなりなさい  デヴィ夫人の婚活論　 ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ／著 東京：講談社

155 くわしすぎる教育勅語  高橋　陽一／著 東京：太郎次郎社エディタス

159 私は私のままで生きることにした  キム　スヒョン／著 東京：ワニブックス

159 僕は君たちに武器を配りたい  講談社文庫　た124-1 瀧本　哲史／[著] 東京：講談社

210.7 平成時代  岩波新書 新赤版　1777 吉見　俊哉／著 東京：岩波書店

210.7 写真とデータでわかる平成時代　1  平成の国際関係　 時事通信社／編 東京：ポプラ社

210.7 写真とデータでわかる平成時代　2  平成の政治と経済　 時事通信社／編 東京：ポプラ社

210.7 写真とデータでわかる平成時代　3  平成の科学と技術　 時事通信社／編 東京：ポプラ社

210.7 写真とデータでわかる平成時代　4  平成の日本社会　 時事通信社／編 東京：ポプラ社

210.7 写真とデータでわかる平成時代　5  平成のスポーツ　 時事通信社／編 東京：ポプラ社

210.7 写真とデータでわかる平成時代　6  平成のくらしと文化　 時事通信社／編 東京：ポプラ社

281 齋藤孝の覚えておきたい日本人  齋藤　孝／著 東京：金の星社

288 天皇陛下・美智子さま祈りの三十年  森　哲志／著 東京：文藝春秋

290 サラリーマン2.0 週末だけで世界一周  東松　寛文／著 東京：河出書房新社

290 拝啓、世界であわてふためく女子たちへ  旅先のトラブル解決します　 りの／著 東京：雷鳥社

291 札幌 富良野・小樽・旭山動物園　'20  まっぷるマガジン　 東京：昭文社

291 るるぶ札幌　'20  小樽 富良野 旭山動物園　 東京：JTBパブリッシング

292 トラコリ韓国旅行 大邱&慶尚北道  東京：PHPエディターズ・グループ

296 ひょっとしたら面白いかもしれないちょっと普通じゃないペルー見聞記  真遙　おらむ／著 東京：ミヤオビパブリッシング

311 マキァヴェッリ  『君主論』をよむ　 鹿子生　浩輝／著 東京：岩波書店

326 アメリカ人のみた日本の死刑  岩波新書 新赤版　1778 デイビッド・T.ジョンソン／[著] 東京：岩波書店

327 名作裁判あの犯人をどう裁く?  ポプラ選書　 森　炎／著 東京：ポプラ社

330 父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。  ヤニス・バルファキス／著 東京：ダイヤモンド社

336 伝え方大全  AI時代に必要なのはIQよりも説得力　 カーマイン・ガロ／著 [東京]：日経BP

336 出る順問題集秘書検定2級に面白いほど受かる本  改訂2版　 佐藤　一明／著 東京：KADOKAWA

336 秘書検定3級実問題集　2019年度版  実務技能検定協会／編 東京：早稲田教育出版

336 秘書検定2級実問題集　2019年度版  実務技能検定協会／編 東京：早稲田教育出版

336 マンガで合格!秘書検定2級・3級  要点レッスン&本試験型問題　 原田　昌洋／著 東京：成美堂出版

336 らくらく合格秘書検定2・3級テキスト&問題集  秘書検定学習書　 西村　この実／著 [東京]：翔泳社

2019年　6月　新着図書リスト

1 / 4 ページ



2019年　6月　新着図書リスト
367 児童虐待  現場からの提言　 川崎　二三彦／著 東京：岩波書店

367 東京貧困女子。  彼女たちはなぜ躓いたのか　 中村　淳彦／著 東京：東洋経済新報社

371 生きづらさを抱えるきみへ  逃げ道はいくらでもある　 withnews編集部／著 東京：ベストセラーズ

375 マンガワークシートで学ぶ多様な性と生  ジェンダー・LGBTQ・家族・自分について考える　 渡辺　大輔／著 東京：子どもの未来社

377 Study in AUSTRALIA　Vol.4  この一冊でオーストラリア留学のすべてがわかる!　 東京：アルク

404 法則の事典  科学の美しく重要なルール　 東京：ニュートンプレス

410 数学のせかい　数の神秘編  ニュートンムック　 東京：ニュートンプレス

488 日本のかわいい小鳥  鳥くん／監修 東京：エムディエヌコーポレーション

491 脳はなにげに不公平  パテカトルの万脳薬　 池谷　裕二／著 東京：朝日新聞出版

498 医者が考案した「長生きみそ汁」  小林　弘幸／著 東京：アスコム

498 医者が食べない危険な食品  最新科学が証明する、食品リスクのプロファイル　 東京：枻出版社

498 OK食品NG食品どちらを食べますか?  スーパー、コンビニ、デパ地下、生協… 渡辺　雄二／編 東京：WAVE出版

498 酒好き医師が教える薬になるお酒の飲み方  秋津　壽男／監修 東京：日本文芸社

498 老けない人はこれを食べている  牧田　善二／著 東京：新星出版社

520 安藤忠雄の建築　0  Process and Idea　 安藤　忠雄／著 東京：TOTO出版

588 ニッポン駄菓子工場  NIPPON SWEETS FACTORY　 Beretta／著 東京：雷鳥社

588 日本懐かしジュース大全  タツミムック　 清水　りょうこ／著 東京：辰巳出版

596 BAKE焼き菓子の基本  失敗せずにきちんとつくれる人気のレシピ42　 星谷　菜々／著 東京：成美堂出版

596 きのう何食べた?〜シロさんの簡単レシピ〜  公式ガイド&レシピ　 講談社／編 東京：講談社

596 餃子マニア  絶対に食べなくてはならない餃子が、ここにある　 東京：枻出版社

596 女子栄養大学の誰も教えてくれない発酵食のすべて  栄養学の最高権威が教える 五明　紀春／監修 東京：エクスナレッジ

596 ポリパン!  ポリ袋でつくる、オーブンのいらない世界一かんたんなパン　 梶　晶子／著 東京：学研プラス

645 犬川柳　しばせんの心得  五・七・五で詠むイヌゴコロ!　 東京：辰巳出版

645 カン太とはる  山本　晴子／文・写真 東京：平凡社

645 猫川柳　ネコダマシイ  五・七・五で詠むネコゴコロ!　 東京：辰巳出版

699 チコちゃんに叱られる  Don't sleep through life!　 NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班／編 東京：小学館

726 しごとば　もっと  しごとばシリーズ　5 鈴木　のりたけ／作 東京：ブロンズ新社

726 しごとば　[正]  鈴木　のりたけ／作 東京：ブロンズ新社

726 しごとば　続  鈴木　のりたけ／作 東京：ブロンズ新社

726 しごとば　続々  しごとばシリーズ　3 鈴木　のりたけ／作 東京：ブロンズ新社

726 しごとば　[4]  しごとばシリーズ　4 鈴木　のりたけ／作 東京：ブロンズ新社

745 ねことじいちゃん  写真集　 岩合　光昭／著 東京：クレヴィス

757 配色アイデア手帖  めくって見つける新しいデザインの本　 桜井　輝子／著 東京：SBクリエイティブ

778 樹木希林120の遺言  死ぬときぐらい好きにさせてよ　 樹木　希林／著 東京：宝島社

780 プロが教える!正しく巻ける!即効テーピング  実践図解　 並木　磨去光／監修 東京：学研パブリッシング
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783.4 欧州旅するフットボール  豊福　晋／筆 東京：双葉社

783.7 智弁和歌山・高嶋仁のセオリー  甲子園最多勝監督の勝つための法則88　 田尻　賢誉／著 東京：ベースボール・マガジン社

798 プロのeスポーツプレーヤーになる!  岸　大河／監修 東京：河出書房新社

830 GTEC過去問題集Advanced  4技能を伸ばし大学受験突破!　 東京：アルク

830 GTEC過去問題集Basic  4技能を伸ばし大学受験突破!　 東京：アルク

830 GTEC公式ガイドブックAdvanced  スコア型英語4技能検定　 ベネッセコーポレーション育成商品編集部／ 岡山：ベネッセコーポレーション

830 GTEC公式ガイドブックBasic  スコア型英語4技能検定　 ベネッセコーポレーション育成商品編集部／ 岡山：ベネッセコーポレーション

911.1 愛×数学×短歌  横山　明日希／編著 東京：河出書房新社

911.3 17音の青春　2019  五七五で綴る高校生のメッセージ　 神奈川大学広報委員会／編 東京：角川文化振興財団

913.6 ｱ 御徒町カグヤナイツ  浅原　ナオト／著 東京：KADOKAWA

913.6 ｱ 狩人の悪夢  角川文庫　あ26-14 有栖川　有栖／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｱ さよなら、ビー玉父さん  角川文庫　あ80-1 阿月　まひる／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ｱ 旅猫リポート  講談社文庫　あ127-4 有川　浩／[著] 東京：講談社

913.6 ｱ むかしむかしあるところに、死体がありました。  一寸法師の不在証明　 青柳　碧人／著 東京：双葉社

913.6 ｱ もののふの国  天野　純希／著 東京：中央公論新社

913.6 ｱ 6 弥栄の烏  文春文庫　あ65-6 阿部　智里／著 東京：文藝春秋

913.6 ｲ アンサーゲーム  ANSWER GAME　 五十嵐　貴久／著 東京：双葉社

913.6 ｲ ノーサイド・ゲーム  No Side Game　 池井戸　潤／著 東京：ダイヤモンド社

913.6 ｲ パレードの明暗  光文社文庫　い35-16 石持　浅海／著 東京：光文社

913.6 ｵ ホケツ!  祥伝社文庫　お25-1 小野寺　史宜／著 東京：祥伝社

913.6 ｶ アタラクシア  Ataraxia　 金原　ひとみ／著 東京：集英社

913.6 ｸ 星降る島のフットボーラー  A football haven beneath the stars　 倉敷　保雄／著 東京：双葉社

913.6 ｺ 万引き家族  宝島社文庫　Cこ-9-3 是枝　裕和／著 東京：宝島社

913.6 ｻ 妻を殺してもバレない確率  宝島社文庫　Cさ-9-1 桜川　ヒロ／著 東京：宝島社

913.6 ｼ 青空エール  映画ノベライズ　 河原　和音／原作 東京：集英社

913.6 ｼ ちょっと一杯のはずだったのに  宝島社文庫　Cし-7-2 志駕　晃／著 東京：宝島社

913.6 ｼ ナラタージュ  角川文庫　し36-1 島本　理生／[著] 東京：角川書店

913.6 ｽ よるのばけもの  双葉文庫　す-12-03 住野　よる／著 東京：双葉社

913.6 ﾂ ヒッキーヒッキーシェイク  ハヤカワ文庫 JA　1379 津原　泰水／著 東京：早川書房

913.6 ﾂ 1 子どもたちは夜と遊ぶ　上  講談社文庫　つ28-3 辻村　深月／[著] 東京：講談社

913.6 ﾂ 2 子どもたちは夜と遊ぶ　下  講談社文庫　つ28-4 辻村　深月／[著] 東京：講談社

913.6 ﾂ 1 小説渋沢栄一　上  幻冬舎文庫　つ-2-12 津本　陽／[著] 東京：幻冬舎

913.6 ﾂ 2 小説渋沢栄一　下  幻冬舎文庫　つ-2-13 津本　陽／[著] 東京：幻冬舎

913.6 ﾅ ヒポクラテスの憂鬱  祥伝社文庫　な21-2 中山　七里／著 東京：祥伝社

913.6 ﾆ きりこについて  角川文庫　に19-1 西　加奈子／[著] 東京：角川書店
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913.6 ﾋ 秘密  文春文庫　 東野　圭吾／著 東京：文芸春秋

913.6 ﾋ 110番のホームズ119番のワトソン  夕暮市火災事件簿　 平田　駒／著 東京：文藝春秋

913.6 ﾌ 神様の裏の顔  角川文庫　ふ33-1 藤崎　翔／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾌ 13.5 転生したらスライムだった件　13.5  GC NOVELS　 伏瀬／原作 東京：マイクロマガジン社

913.6 ﾌ 14 転生したらスライムだった件　14  GC NOVELS　 伏瀬／著 東京：マイクロマガジン社

913.6 ﾎ 3 dele　3  角川文庫　ほ20-7 本多　孝好／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾏ 高校事変  角川文庫　ま26-605 松岡　圭祐／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾏ 15歳のテロリスト  メディアワークス文庫　ま7-1 松村　涼哉／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾐ 1 地獄くらやみ花もなき　[1]  角川文庫　み48-1 路生　よる／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾐ 2 地獄くらやみ花もなき　2  角川文庫　み48-2 路生　よる／[著] 東京：KADOKAWA

913.6 ﾔ ガーディアン  講談社文庫　や61-10 薬丸　岳／[著] 東京：講談社

913.6 ﾕ 君の××を消してあげるよ  悠木　シュン／著 東京：双葉社

913.6 ﾖ そのカメラで撮らないで  角川ホラー文庫　よ1-31 吉村　達也／[著] 東京：KADOKAWA

913.68 ｱ 行きたくない  角川文庫　あ109-1 阿川　せんり／[著] 東京：KADOKAWA

916 ｳ ストーカーとの七〇〇日戦争  内澤　旬子／著 東京：文藝春秋

933 ｾﾞ 書店主フィクリーのものがたり  ハヤカワepi文庫　93 ガブリエル・ゼヴィン／著 東京：早川書房
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