
新着図書

請求記号 　書名 　著者 　出版者

913.6/イ コンクールシェフ![Allez cuisine!] 五十嵐/貴久‖著 講談社

913.6/ヤ 人形姫 山本/幸久‖著 PHP研究所

913.6/マ/3 écriture新人作家・杉浦李奈の推論（3） 松岡/圭祐‖著 KADOKAWA

210.42/ホ 鎌倉殿と13人の合議制　＜河出新書＞ 本郷/和人‖著 河出書房新社

913.6/マ 星を掬う 町田/そのこ‖著 中央公論新社

726.1/ア 呪術廻戦（19冊）＜ジャンプコミックス＞ 芥見/下々‖著 集英社

834/タ イメージでわかる表現英単語 田中/茂範‖監・著 学研プラス

913.6/サ ショートケーキ。 坂木/司‖著 文藝春秋

913.6/イ 小やぎのかんむり 市川/朔久子‖著 講談社

410/サ 解きたくなる数学 佐藤/雅彦‖著 岩波書店

488.45/シ となりのハト[身近な生きものの知られざる世界] 柴田/佳秀‖著 山と溪谷社

914.6/ホ いのちの車窓から　＜角川文庫＞ 星野/源‖[著] KADOKAWA

913.6/ア 同志少女よ、敵を撃て 逢坂/冬馬‖著 早川書房

238.07/シ 図説ソ連の歴史　増補改訂版 下斗米/伸夫‖著 河出書房新社

527/キ Do It Yourself[自分の人生のつくりかた] マイケル・キダ‖著 飛鳥新社

481.78/コ
先生、モモンガがお尻でフクロウを脅して

います?
小林/朋道‖著 築地書館

913.6/ヨ 破船　＜新潮文庫＞　改版 吉村/昭‖著 新潮社

913.6/ハ 古本食堂 原田/ひ香‖[著] 角川春樹事務所

726.1/モ

/16
アシガール（16）＜マーガレットコミックス＞ 森本/梢子‖著 集英社

210.4/ホ
論考日本中世史[武士たちの行動・武士たち

の思想]
細川/重男‖著 文学通信

307.8/セ

/'23年版

高校生の就職試験一般常識問題集[就職試験

パーフェクトBOOK]（'23年版）
成美堂出版編集部‖編著 成美堂出版

302.38/コ ロシア点描 小泉/悠‖著 PHP研究所

913.6/サ 朱に交われば　＜文春文庫＞ 坂井/希久子‖著 文藝春秋

493.79/ナ 「敏感すぎる自分」を好きになれる本 長沼/睦雄‖著 青春出版社

914.6/ホ ウクライナから愛をこめて オリガ・ホメンコ‖著 群像社

983/ソ ソモフの妖怪物語＜ロシア名作ライブラリー＞ ソモフ‖著 群像社



913.6/ト
放課後レシピで謎解きを[うつむきがちな探

偵と駆け抜ける少女の秘密]＜集英社文庫＞
友井/羊‖著 集英社

302.386/ハ ウクライナを知るための65章 服部/倫卓‖編著 明石書店

596.65/ヤ 芸術家が愛したスイーツ 山本/ゆりこ‖文・写真 ブロンズ新社

159.8/フ
1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事

の教科書
藤尾/秀昭‖監 致知出版社

159.8/フ
1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き

方の教科書
藤尾/秀昭‖監 致知出版社

726.1/ス ちはやふる（48）　＜BE LOVE KC＞ 末次/由紀‖著 講談社

913.6/カ マイスモールランド 川和田/恵真‖著 講談社

366.29/ム 新13歳のハローワーク 村上/龍‖著 幻冬舎

913.6/ウ 幽鬼伝 宇江/敏勝‖著 新宿書房

913.6/ユ ついでにジェントルメン 柚木/麻子‖著 文藝春秋

913.6/マ プリンセス・トヨトミ　＜文春文庫＞ 万城目/学‖著 文藝春秋

913.6/タ あたしたちの居場所[イジメ・サバイバル] 高橋/桐矢‖作 ポプラ社

913.6/セ その扉をたたく音 瀬尾/まいこ‖著 集英社

489.6/ナ クジラの骨と僕らの未来 中村/玄‖著 理論社

520.7/ク 建築家になりたい君へ　＜14歳の世渡り術＞ 隈/研吾‖著 河出書房新社

493.79/サ 鈍感な世界に生きる敏感な人たち イルセ・サン‖[著]
ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン

913.6/ク #マイネーム 黒川/裕子‖作 さ・え・ら書房

908.3/シ

/10
幻想と怪奇［イギリス怪奇紳士録］ 牧原/勝志‖企画・編集 新紀元社

903/タ 青春の本棚[中高生に寄り添うブックガイド] 高見/京子‖編著 全国学校図書館協議会

913.6/カ 空をこえて七星のかなた 加納/朋子‖著 集英社

375/カ
嫌いな教科を好きになる方法、教えて

ください!　＜14歳の世渡り術＞
河出書房新社‖編 河出書房新社

913.6/サ 楽園ジューシー 坂木/司‖著 KADOKAWA

723.359/ナ フェルメールとオランダ黄金時代 中野/京子‖著 文藝春秋

914.6/ウ 海をあげる 上間/陽子‖著 筑摩書房

913.6/ム 百年厨房 村崎/なぎこ‖著 小学館

159.5/ヤ
10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つ

けた未来を切りひらく思考
山崎/聡一郎‖著 朝日新聞出版



219.9/ウ マンガ沖縄・琉球の歴史 上里/隆史‖著 河出書房新社

007.3/タ
10代と考える「スマホ」[ネット・ゲームと

かしこくつきあう]
竹内/和雄‖著 岩波書店

462.199/モ
ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検

＜岩波ジュニア新書＞
盛口/満‖著 岩波書店

482.199/ミ
世界自然遺産やんばる[希少生物の宝庫・沖

縄島北部]　＜朝日新書＞
湊/和雄‖著 朝日新聞出版

913.6/ハ 流れ星が消えないうちに　＜新潮文庫＞ 橋本/紡‖著 新潮社

913.6/コ マカロンはマカロン　＜創元推理文庫＞ 近藤/史恵‖著 東京創元社

913.6/サ 亥子ころころ　＜講談社文庫＞ 西條/奈加‖[著] 講談社

913.6/サ ホテルジューシー　＜角川文庫＞ 坂木/司‖[著] KADOKAWA

395.39/ヤ
本土の人間は知らないが、沖縄の人はみん

な知っていること　＜ちくま文庫＞
矢部/宏治‖著 筑摩書房

486.45/マ
孤独なバッタが群れるとき[『バッタを倒し

にアフリカへ』エピソード1]
前野ウルド浩太郎‖著 光文社

913.6/ト

/[3]

駅に泊まろう!［コテージひらふの短い夏］

＜光文社文庫＞
豊田/巧‖著 光文社

210.6/カ
それでも、日本人は「戦争」を選んだ　＜

新潮文庫＞
加藤/陽子‖著 新潮社

783.7/ハ あの夏の正解　＜新潮文庫＞ 早見/和真‖著 新潮社

222.041/ジ
世界史劇場項羽と劉邦[臨場感あふれる解説

で、楽しみながら歴史を“体感”できる]
神野/正史‖著 ベレ出版

913.6/キ 八月の六日間　＜角川文庫＞ 北村/薫‖[著] KADOKAWA

283.86/ホ 国境を超えたウクライナ人 オリガ・ホメンコ‖著 群像社

788.021/ア 路上の伝説 朝倉/未来‖著 KADOKAWA

913.6/ナ/1 Fate/strange Fake①～⑦＜電撃文庫＞ TYPE-MOON‖原作 KADOKAWA

210.75/テ

/[1]

綾瀬はるか「戦争」を聞く（2冊）

＜岩波ジュニア新書＞

TBSテレビ『NEWS23』

取材班
岩波書店

913.6/ノ パパイヤ・ママイヤ 乗代/雄介‖著 小学館

302.38/シ 現代ロシアを知るための60章　第2版 下斗米/伸夫‖編著 明石書店

302.385/ハ ベラルーシを知るための50章 服部/倫卓‖編著 明石書店

913.6/タ 想い出すのは　＜文春文庫＞ 田牧/大和‖著 文藝春秋



933.7/ブ ウェンディゴ　＜ナイトランド叢書＞ ブラックウッド‖著 アトリエサード

913.6/ク ルームメイトと謎解きを 楠谷/佑‖著 ポプラ社

913.6/ハ 揺籃の都 羽生/飛鳥‖[著] 東京創元社

913.6/ラ 鯉姫婚姻譚 藍銅/ツバメ‖著 新潮社

913.6/セ 夏の体温 瀬尾/まいこ‖著 双葉社

289.3/ジ/2 ある奴隷少女に起こった出来事（2）
ハリエット・A・

ジェイコブズ‖著
双葉社

382.11/ウ
映し出されたアイヌ文化[英国人医師

マンローの伝えた映像]

国立歴史民俗博物館‖監

修
吉川弘文館

371.42/シ
10代の時のつらい経験、私たちはこう乗り

越えました　＜MF comic essay＞
しろやぎ/秋吾‖著 KADOKAWA

913.6/ツ レジェンドアニメ! 辻村/深月‖著 マガジンハウス

019.5/オ
中高生のための本の読み方[読書案内・ブッ

クトーク・PISA型読解]
大橋/崇行‖著 ひつじ書房

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
亜紀書房

289.2/ト 「ナパーム弾の少女」五〇年の物語 藤/えりか‖著 講談社

238.6/コ 中学生から知りたいウクライナのこと 小山/哲‖著 ミシマ社

122.02/ナ
中国哲学史[諸子百家から朱子学、現代の新

儒家まで]　＜中公新書＞
中島/隆博‖著 中央公論新社

233.2/ナ
物語スコットランドの歴史[イギリスのなか

にある「誇り高き国」]　＜中公新書＞
中村/隆文‖著 中央公論新社

486/フ
昆虫記すばらしきフンコロガシ[ファーブル

ショートセレクション]

ジャン=アンリ・ファー

ブル‖作
理論社

913.6/ナ 万葉と沙羅 中江/有里‖著 文藝春秋

159.7/ア
生きのびるための「失敗」入門　＜14歳の

世渡り術＞
雨宮/処凛‖著 河出書房新社

375/カ
マイテーマの探し方[探究学習ってどう

やるの?]
片岡/則夫‖著 筑摩書房

320/オ
法は君のためにある[みんなとうまく生きる

には?]　＜ちくまQブックス＞
小貫/篤‖著 筑摩書房

319.1053/

マ

13歳からの日米安保条約[戦争と同盟の世

界史の中で考える]
松竹/伸幸‖著 かもがわ出版



498.3/ス
ゆるませ養生[“何だかしんどい”を楽にする

「自分を大事にする作法」]
すきさん‖著 大和書房

151.4/マ
14歳からの個人主義[自分を失わずに生きる

ための思想と哲学]
丸山/俊一‖著 大和書房

913.6/ハ メディコ・ペンナ[万年筆よろず相談] 蓮見/恭子‖著 ポプラ社

914.6/ホ 10代のための読書地図　＜別冊本の雑誌＞ 本の雑誌編集部‖編 本の雑誌社

813.1/ヤ 新明解国語辞典　第8版 山田/忠雄‖編 三省堂

913.6/イ 幸村を討て 今村/翔吾‖著 中央公論新社

238.6/ク
物語ウクライナの歴史[ヨーロッパ最後の大

国]　＜中公新書＞
黒川/祐次‖著 中央公論新社

913.6/マ/4
écriture新人作家・杉浦李奈の推論（4）

［シンデレラはどこに］＜角川文庫＞
松岡/圭祐‖[著] KADOKAWA

913.6/オ
深夜0時の司書見習い　＜メディアワーク

ス文庫＞
近江/泉美‖[著] KADOKAWA

913.6/ヤ ふたりみち 山本/幸久‖著 KADOKAWA

933.7/ス マンチキンの夏
ホリー・ゴールドバー

グ・スローン‖作
小学館

913.6/ウ/

上
香君［西から来た少女］（上） 上橋/菜穂子‖著 文藝春秋

913.6/ウ/

下
香君［遙かな道］（下） 上橋/菜穂子‖著 文藝春秋

913.6/シ ゴールドサンセット 白尾/悠‖著 小学館

498.5/イ
一晩置いたカレーはなぜおいしいのか

[食材と料理のサイエンス]　＜新潮文庫＞
稲垣/栄洋‖著 新潮社

723/ナ 欲望の名画　＜文春新書＞ 中野/京子‖著 文藝春秋

913.6/イ しずかな魔女　＜物語の王国＞ 市川/朔久子‖作 岩崎書店

913.6/コ カンフー&チキン 小嶋/陽太郎‖作 ポプラ社

726.1/コ/3 戦争は女の顔をしていない（3） 小梅/けいと‖作画 KADOKAWA

210.42/ニ 吾妻鏡　＜角川ソフィア文庫＞ 西田/友広‖編 KADOKAWA

210.42/オ
「鎌倉殿」登場![源頼朝と北条義時たち13

人]
大迫/秀樹‖編著

日本能率協会マネジメン

トセンター

302.1/パ
日本でわたしも考えた[インド人ジャーナリ

ストが体感した禅とトイレと温泉と]

パーラヴィ・アイヤール

‖著
白水社

619.3/セ
小麦粉の魅力[豊かで健康な食生活を演出]

再改訂版
製粉振興会‖編集 製粉振興会




