
 

新刊図書案内 2019 年 9 月 
分類 書名 著者名 出版社

002/O 文系と理系はなぜ分かれたのか 隠岐さや香 星海社
010/T 生きるための図書館 竹内　悊 岩波書店
146/S 「一見、いい人」が一番ヤバイ 下園壮太 ＰＨＰ研究所
159/K 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/U 上野千鶴子のサバイバル語録 上野千鶴子 文藝春秋
164/O 世界の神話 沖田瑞穂 岩波書店
193/S 図解眠れなくなるほど面白い聖書 渋谷申博 日本文芸社
209/I 超図解〉日本史＆世界史　「地図」と「並列年表」でよくわかる！ 祝田秀全 朝日新聞出版
210/N 年表昭和・平成史　１９２６－２０１９ 中村政則 岩波書店
210/O 見るだけ日本史年表 小和田哲男 宝島社
210/S 駿府の時代　家康の大御所政治 杉山元衛 静岡新聞社
289/C 仕事と人生がもっと輝くココ・シャネルの言葉 高野てるみ イースト・プレス
289/N ヒロシマをのこす　平和記念資料館をつくった人・長岡省吾 佐藤真澄 汐文社
291/S しずおか開運ご利益めぐり 静岡新聞社
327/N 裁判官が答える裁判のギモン 日本裁判官ネットワーク 岩波書店
338/S 証券・保険業界で働く 生島典子 ぺりかん社
361/T 支配の構造 堤未果 ＳＢクリエイティブ
372/M 教育格差 松岡亮二 筑摩書房
375/T 答案添削例から学ぶ合格できる小論文できない小論文 寺師貴憲 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
376/F 中学一冊目の参考書 船登惟希 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
376/S 読むだけで面白いほど成績が上がる高校生の勉強法 清水章弘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
376/S 獣医学部　中高生のための学部選びガイド 斉藤智 ぺりかん社
376/Z ぜんぶ５分中学からの最高にゆるい勉強法 全教研 学研プラス
392/Y 日本軍兵士 吉田裕 中央公論新社
420/S いやでも物理が面白くなる　新版 志村史夫 講談社
460/N 図解身近にあふれる「危険な生物」が３時間でわかる本 西海太介 明日香出版社
480/I もっとざんねんないきもの事典 今泉忠明 高橋書店
488/A 小笠原が救った鳥 有川美紀子 緑風出版
490/A 安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと 安藤泰至 岩波書店
498/M 世界一さら～っとわかる栄養学 松田早苗 高橋書店
498/N 人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本裕幸 大和書房
498/S 紛争地の看護師 白川優子 小学館
518/M 日本の「水」が危ない 六辻彰二 ベストセラーズ
548/H トコトンやさしいＶＲの本 廣瀬通孝 日刊工業新聞社
566/U はじめて作る和菓子のいろは 宇佐美桂子 世界文化社
593/S 絶対ひとりで着られるはじめてのゆかた 主婦の友社 主婦の友社
596/H 世界一美味しい手抜きごはん はらぺこグリズリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ
596/W 上菓子「岬屋」主人のやさしく教える和菓子のきほん 渡邊好樹 世界文化社
689/S 観光公害 佐滝剛弘 祥伝社
709/M 世界遺産のひみつ 宮澤光 イースト・プレス
726/I あっちがわ イシズマサシ 岩崎書店
726/S ちはやふる　４２ 末次由紀 講談社
754/S 模様を楽しむユニット折り紙 さいとうかつみ 日貿出版社
781/K 踊れる体をつくる！バレエエクササイズ 木ノ内真百美 新書館
781/M 自分史上最高の柔軟性が手に入るストレッチ 村山巧 かんき出版
811/G 漢字の使い分け辞典 学研辞典編集部 学研プラス
813/G 感情ことば選び辞典 学研辞典編集部 学研プラス
813/G 美しい日本語選び辞典 学研辞典編集部 学研プラス
814/G パンダでおぼえる四字熟語 学研プラス 学研プラス
814/Y １３歳からの「気もちを伝える言葉」事典 矢野耕平 メイツ出版
830/E ＴＯＥＩＣ（Ｒ）　Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　＆　Ｒｅａｄｉｎｎｇ公式ボキャブラリーブック Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　 国際ビジネスコミュニケーショ ン協会

913/A 説明がつかない現象と私が生徒会に入った説明（ワケ) 葵日向子 西東社
913/F 密室を開ける手　ＫＺ　Ｕｐｐｅｒ　Ｆｉｌｅ 藤本ひとみ 講談社
913/F アネモネの姉妹リコリスの兄弟 古内一絵 キノブックス
913/H 十年屋　３ 廣嶋玲子 静山社
913/K 流星コーリング 河邉徹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/K 未来を花束にして 小林深雪 講談社
913/L イミテーションと極彩色のグレー ｌｏｕｎｄｒａｗ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/M 「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希一樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/M 「悩み部」の復活と、その証明。 麻希一樹 学研プラス
913/M ５分後に意外な結末ｅｘ　アクアマリンからあふれる涙 桃戸ハル 学研プラス
913/M 手のひらの楽園 宮木あや子 新潮社
913/N シャバの「普通」は難しい　０４ 中村颯希 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/T 勇者召喚に巻き込まれたけど、異世界は平和でした　７ 灯台 新紀元社
916/K キラッキラの君になるために　ビリギャル真実の物語 小林さやか マガジンハウス
929/S アーモンド ソン・ウォンピョン 祥伝社
933/F モアナと伝説の海 スーザン・フランシス 偕成社
949/J 世界を救う１００歳老人 ヨナス・ヨナソン 西村書店
410/Y 数学物語 矢野健太郎 角川学芸出版
913/A 何様 朝井リョウ 新潮社
913/A わたしの幸せな結婚　２ 顎木あくみ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/A 文豪ストレイドッグス  太宰、中也、十五歳 朝霧カフカ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/A 許されようとは思いません 芦沢央 新潮社
913/H ウインクで乾杯 東野圭吾 祥伝社
913/K リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音 瑚池ことり 集英社
913/K 金曜日のおはよう 藤谷燈子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/M 絶唱 湊かなえ 新潮社
913/M 質屋からすのワケアリ帳簿　上・下 南潔 マイナビ出版
913/N ケーキ王子の名推理　４ 七月隆文 新潮社
913/N 掟上今日子の挑戦状 西尾維新 講談社
913/N 夏なんてもういらない 額賀澪 中央公論新社
913/O ひだまりに花の咲く 沖田円 スターツ出版
913/O だから見るなといったのに　九つの奇妙な物語 恩田陸 他 新潮社
913/O キラキラ共和国 小川糸 幻冬舎
913/S きみの町で 重松清 新潮社
913/S キノの旅　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ　２２ 時雨沢恵一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/S 小説天気の子 新海誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/S 真夜中だけの十七歳 櫻いいよ ポプラ社
913/S 後宮の烏　３ 白川紺子 集英社
913/S この世界にｉをこめて 佐野徹夜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/U 拝み屋カフェ巡縁堂 宇津田晴 小学館
913/Y 真実の１０メートル手前 米澤穂信 東京創元社
933/G 墓場の少年 ニール・ゲイマン ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933/V グリーン家殺人事件 ヴァン・ダイン 東京創元社


