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※１学期に本を借りた人は、返却をお願いします！まだ読み切っていなくても一度返却してください。
　

《6月受入分①》

2022.7.20

図書委員会

新着図書一覧
表示書名 著者表示 出版者

1 やさしく学ぶ測量士補試験合格テキスト 近藤／大地∥共編 オーム社

2 測量士補徹底図解テキスト&問題集 水野／雄∥著 ナツメ社

3
初級中級土木職員公務員採用試験問
題と解説 合格ノート国家公務員東京都
職員地方公務員〈県・市町村〉

土木職採用試験問題
研究会∥編

理工図書

4 測量士補過去問280 令和4年度版 日建学院∥編著 建築資料研究社

5
土木施工管理技術テキスト 1級・2級施
工管理技士 土木一般編

地域開発研究所

6
土木施工管理技術テキスト 1級・2級施
工管理技士 施工管理・法規編

地域開発研究所

7 三体 劉／慈欣∥著 早川書房

8 三体 2〔上〕〔下〕 劉／慈欣∥著 早川書房

9 三体 3〔上〕〔下〕 劉／慈欣∥著 早川書房

10 ペッパーズ・ゴースト 伊坂／幸太郎∥著 朝日新聞出版

11 シーソーモンスター 伊坂／幸太郎∥著 中央公論新社

12 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂／幸太郎∥著 幻冬舎

13 クジラアタマの王様 伊坂／幸太郎∥著 NHK出版

14 本心 平野／啓一郎∥著 文藝春秋

15 白光 朝井／まかて∥著 文藝春秋

16
人を育て組織を鍛え成功を呼び込む勝
利への哲学157

原／晋∥〔著〕 ぴあ

17
阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし
幻冬舎文庫 あ-74-1

阿佐ケ谷姉妹∥〔著〕 幻冬舎

18
ヒトラーに抵抗した人々 反ナチ市民の
勇気とは何か 中公新書 2349

對馬／達雄∥著 中央公論新社

19
各分野の専門家が伝える子どもを守る
ために知っておきたいこと 星海社新書
148

宋／美玄∥著 星海社

20
京大式へんな生き物の授業 朝日新書
808

神川／龍馬∥著 朝日新聞出版

21 「奴隷」になった犬、そして猫 太田／匡彦∥著 朝日新聞出版

22 世界でいちばん素敵な海の教室 藤岡／換太郎∥監修 三才ブックス

23
ほしじいたけ ほしばあたけ 講談社の創
作絵本

石川／基子∥作 講談社

24
ほしじいたけほしばあたけじめじめ谷で
ききいっぱつ 講談社の創作絵本

石川／基子∥作 講談社

25
ほしじいたけほしばあたけカエンタケに
ごようじん 講談社の創作絵本

石川／基子∥作 講談社

26
ほしじいたけほしばあたけいざ、せんに
んやまへ 講談社の創作絵本

石川／基子∥作 講談社

27
ほしじいたけほしばあたけおにたいじは
いちだいじ? 講談社の創作絵本

石川／基子∥作 講談社

28 日本の婚礼衣裳 寿ぎのきもの 長崎／巌∥編著 東京美術

29
しあわせを招く日本の文様春夏秋冬花
尽くし

藤／依里子∥著 芸術新聞社

30 日本の文様 コロナ・ブックス 145
コロナ・ブックス編集
部∥編

平凡社

31 有職文様図鑑 コロナ・ブックス 223 八條／忠基∥著 平凡社

32
世界名建築物の謎 世界中から選ばれ
た50の名建築物をひとつひとつ解読

ニール・スティーブン
スン∥著

ゆまに書房

33
あなたが未来に選択肢を残すための「よ
りよい」生き方

美達／大和∥著 WAVE出版

34 レゾンデートルの祈り 25 楪／一志∥著 ドワンゴ

35 海洋へのいざない 日本船舶海洋工学会
日本船舶海洋工学
会

36 138億光年宇宙の旅 渡部／潤一∥監修 クレヴィス

37
プロフェッショナルの条件 いかに成果を
あげ、成長するか はじめて読むドラッ
カー 自己実現編

Ｐ．Ｆ．ドラッカー∥著 ダイヤモンド社

38 日本山野草・樹木生態図鑑
浅野貞夫，　桑原義
晴　編

全国農村教育協会

39 桂離宮 : 空間と形
石元泰博　写真　磯
崎新　［ほか］解説

岩波書店寄贈本



《6月受入分②》

　

　

どうぞ図書館に足を運んでみてください！！

表示書名 著者表示 出版者

1 かないくん ほぼにちの絵本 谷川／俊太郎∥作
東京糸井重里事
務所

2
司書の一日 暮らしを支える仕事見る知るシ
リーズ:10代の君の「知りたい」に答えます

ＷＩＬＬこども知育研究
所∥編著

保育社

3
ちくま評論入門 高校生のための現代思想
ベーシック

岩間／輝生∥編 筑摩書房

4 報道現場 角川新書 K-370 望月／衣塑子∥〔著〕 KADOKAWA

5
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

6 神社の成立と展開 白山／芳太郎∥著 富山房企畫

7 イラストで読む新約聖書の物語と絵画 杉全／美帆子∥著 河出書房新社

8 はじめての考古学 ちくまプリマー新書 389 松木／武彦∥著 筑摩書房

9
地図と写真でみる半藤一利昭和史1926-
1945 別冊太陽

地理情報開発∥編 平凡社

10 図説ソ連の歴史 ふくろうの本 下斗米／伸夫∥著 河出書房新社

11
頼朝と義時 武家政権の誕生 講談社現代新
書 2636

呉座／勇一∥著 講談社

12 メルケル 世界一の宰相 カティ・マートン∥著 文藝春秋

13 コロナ後の世界 内田／樹∥著 文藝春秋

14
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

15 ヤングケアラー 介護する子どもたち 毎日新聞取材班∥著 毎日新聞出版

16 浪江町津島 風下の村の人びと 森住／卓∥著 新日本出版社

17 肝を喰う 小泉／武夫∥著 東京堂出版

18
相対性理論 図解苦手を“おもしろい”に変え
る!:大人になってからもう一度受けたい授業

深澤／伊吹∥著 朝日新聞出版

19
暗記しないで化学入門 電子を見れば化学は
わかる ブルーバックス B-2185

平山／令明∥著 講談社

20 楽しい地層図鑑 小白井／亮一∥文・写真 草思社

21
武蔵野発川っぷち生きもの観察記 まちなか
の川で楽しむ、驚きの自然発見! ヤマケイ新
書 YS064

若林／輝∥著 山と溪谷社

22
かおりの生態学 葉の香りがつなげる生き物
たち 共立スマートセレクション 36

塩尻／かおり∥著 共立出版

23
ゾウが教えてくれたこと ゾウオロジーのすす
め DOJIN選書 92

入江／尚子∥著 化学同人

24
生命を守るしくみオートファジー 老化、寿命、
病気を左右する精巧なメカニズム ブルーバッ
クス B-2190

吉森／保∥著 講談社

25
思いやる心は傷つきやすい パンデミックの
中の感情労働

武井／麻子∥著 創元社

26
それでも闘いは続く コロナ医療最前線の
700日

国立国際医療研究セ
ンター∥著

集英社インターナ
ショナル

27
SDGs時代の食べ方 世界が飢えるのはな
ぜ? ちくまQブックス

井出／留美∥著 筑摩書房

28 かぎ針で編むモチーフ106 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版

29
世界一くさい食べもの なぜ食べられないよう
な食べものがあるのか? ちくまQブックス

小泉／武夫∥著 筑摩書房

30
食べものが足りない! 食料危機問題がわか
る本

井出／留美∥著 旬報社

31 花と短歌でめぐる二十四節気花のこよみ 俵／万智∥案内人 KADOKAWA

32
日本の道路122万キロ大研究 じっぴコンパク
ト新書 390

平沼／義之∥著 実業之日本社

33
松本隆のことばの力 インターナショナル新書
085

藤田／久美子∥イン
タビュー・編

集英社インターナ
ショナル

34
トウシューズのすべて 歴史から、作り方、選
び方、履き方、踊り方、鍛え方まで「ポワン
ト」を徹底分析!

富永／明子∥編集・
著

誠文堂新光社

35 井上芳雄のミュージカル案内 SB新書 557 井上／芳雄∥著 SBクリエイティブ

36
東京五輪の大罪 政府・電通・メディア・IOC
ちくま新書 1620

本間／龍∥著 筑摩書房

37
バドミントンふたば未来学園高校式プログラ
ム 世界王者を輩出する最先端メニュー

本多／裕樹∥著
ベースボール・マ
ガジン社

38 革命バタフライ 竹内／慎司∥著 晶文社

39
小飛さんの今日から話せる台湾華語! 無料
音声ダウンロード付

小飛∥著 ベレ出版

40 詩とは何か 講談社現代新書 2641 吉増／剛造∥著 講談社

41
世界文学の名作を「最短」で読む 日本語と
英語で味わう50作 筑摩選書 0219

栩木／伸明∥編訳 筑摩書房

42 小林秀雄の「人生」論 NHK出版新書 665 浜崎／洋介∥著 NHK出版

43 境界のポラリス 中島／空∥著 講談社

44 御坊日々 畠中／恵∥著 朝日新聞出版

45 日々のきのこ 高原／英理∥著 河出書房新社

46 ここに物語が 梨木／香歩∥〔著〕 新潮社

47 水俣天地への祈り 田口／ランディ∥著 河出書房新社

48 ハムレット!ハムレット!! 谷川／俊太郎∥著 小学館

49 J・M・クッツェーと真実 くぼた／のぞみ∥著 白水社

50 教養としてのアメリカ短篇小説 都甲／幸治∥著 NHK出版

表示書名 著者表示 出版者
1 やさしく学ぶ測量士補試験合格テキスト 近藤／大地∥共編 オーム社

2 測量士補徹底図解テキスト&問題集 水野／雄∥著 ナツメ社

3
初級中級土木職員公務員採用試験問
題と解説 合格ノート国家公務員東京都
職員地方公務員〈県・市町村〉

土木職採用試験問題
研究会∥編

理工図書

4 測量士補過去問280 令和4年度版 日建学院∥編著 建築資料研究社

5
土木施工管理技術テキスト 1級・2級施
工管理技士 土木一般編

地域開発研究所

6
土木施工管理技術テキスト 1級・2級施
工管理技士 施工管理・法規編

地域開発研究所

7 三体 劉／慈欣∥著 早川書房

8 三体 2〔上〕〔下〕 劉／慈欣∥著 早川書房

9 三体 3〔上〕〔下〕 劉／慈欣∥著 早川書房

10 ペッパーズ・ゴースト 伊坂／幸太郎∥著 朝日新聞出版

11 シーソーモンスター 伊坂／幸太郎∥著 中央公論新社

12 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂／幸太郎∥著 幻冬舎

13 クジラアタマの王様 伊坂／幸太郎∥著 NHK出版

14 本心 平野／啓一郎∥著 文藝春秋

15 白光 朝井／まかて∥著 文藝春秋

16
人を育て組織を鍛え成功を呼び込む勝
利への哲学157

原／晋∥〔著〕 ぴあ

17
阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし
幻冬舎文庫 あ-74-1

阿佐ケ谷姉妹∥〔著〕 幻冬舎

18
ヒトラーに抵抗した人々 反ナチ市民の
勇気とは何か 中公新書 2349

對馬／達雄∥著 中央公論新社

19
各分野の専門家が伝える子どもを守る
ために知っておきたいこと 星海社新書
148

宋／美玄∥著 星海社

20
京大式へんな生き物の授業 朝日新書
808

神川／龍馬∥著 朝日新聞出版

21 「奴隷」になった犬、そして猫 太田／匡彦∥著 朝日新聞出版

22 世界でいちばん素敵な海の教室 藤岡／換太郎∥監修 三才ブックス

23
ほしじいたけ ほしばあたけ 講談社の創
作絵本

石川／基子∥作 講談社

24
ほしじいたけほしばあたけじめじめ谷で
ききいっぱつ 講談社の創作絵本

石川／基子∥作 講談社

25
ほしじいたけほしばあたけカエンタケに
ごようじん 講談社の創作絵本

石川／基子∥作 講談社

26
ほしじいたけほしばあたけいざ、せんに
んやまへ 講談社の創作絵本

石川／基子∥作 講談社

27
ほしじいたけほしばあたけおにたいじは
いちだいじ? 講談社の創作絵本

石川／基子∥作 講談社

28 日本の婚礼衣裳 寿ぎのきもの 長崎／巌∥編著 東京美術

29
しあわせを招く日本の文様春夏秋冬花
尽くし

藤／依里子∥著 芸術新聞社

30 日本の文様 コロナ・ブックス 145
コロナ・ブックス編集
部∥編

平凡社

31 有職文様図鑑 コロナ・ブックス 223 八條／忠基∥著 平凡社

32
世界名建築物の謎 世界中から選ばれ
た50の名建築物をひとつひとつ解読

ニール・スティーブン
スン∥著

ゆまに書房

33
あなたが未来に選択肢を残すための「よ
りよい」生き方

美達／大和∥著 WAVE出版

34 レゾンデートルの祈り 25 楪／一志∥著 ドワンゴ

35 海洋へのいざない 日本船舶海洋工学会
日本船舶海洋工学
会

36 138億光年宇宙の旅 渡部／潤一∥監修 クレヴィス

37
プロフェッショナルの条件 いかに成果を
あげ、成長するか はじめて読むドラッ
カー 自己実現編

Ｐ．Ｆ．ドラッカー∥著 ダイヤモンド社

38 日本山野草・樹木生態図鑑
浅野貞夫，　桑原義
晴　編

全国農村教育協会

39 桂離宮 : 空間と形
石元泰博　写真　磯
崎新　［ほか］解説

岩波書店寄贈本


