
 
 
 
 

 
 

 
 
 

0 総記（図書館、図書、百科事典、一般論文集、逐次刊行物、団体、ジャーナリズム、叢書）

002サ もっとヘンな論文 サンキュータツオ 019ワ 自分を育てる読書のために 脇明子, 小幡章子

S007ロ ルポネットリンチで人生を壊された人たち ジョン・ロンソン 019サ 文庫解説ワンダーランド 斎藤美奈子

019ニ 死ぬほど読書 丹羽宇一郎 020キ 江戸のベストセラー 清丸惠三郎

1

116キ 論理的思考力を鍛える33の思考実験 北村良子 S141サ
嫉妬と自己愛 : 「負の感情」を制した
者だけが生き残れる

佐藤優

116ノ 論理トレーニング101題 野矢茂樹 141テ
触楽入門 : はじめて世界に
触れるときのように

テクタイル

S124ギ 儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇 ケント・ギルバート 159ズ 宝くじで1億円当たった人の末路 鈴木信行

141イ
図解モチベーション大百科
 = MOTIVATION IS EVERYTHING

池田貴将

2

209デ ディズニーハンドブック世界史 230ア 中世の窓から 阿部謹也

210ノ ディズニーハンドブック日本史 野島博之 監修

S227ヤ まんがパレスチナ問題 山井教雄

290デ ディズニーハンドブック地理

3 社会科学（政治、法律、経済、統計、社会、教育、風俗習慣、国防）

S316ス スノーデン日本への警告
エドワード・
スノーデン

367ナ
お父さんがキモい理由を説明するね :
父と娘がガチでトークしました

中山順司

S317イ マル暴捜査 今井良 S373コ ブラック奨学金 今野晴貴

336ハ 会計は一粒のチョコレートの中に 林總 379ハ 予備校なんてぶっ潰そうぜ。 花房孟胤

361ロ ルポネットリンチで人生を壊された人たち ジョン・ロンソン 395マ 軍隊を誘致せよ : 陸海軍と都市形成 松下孝昭

4

411サ これならわかる!図解場合の数と確率 佐藤 敏明 460チ 高校で教わりたかった生物 趙大衛,松田良一

S412コ 世界は素数でできている 小島 寛之 460ヒ 喰ったらヤバいいきもの 平坂寛

421サ
世にも不思議で美しい「相対性理論」=THE
MOST WONDERFUL AND BEAUTIFUL THEORY

佐藤勝彦 S465コ 超能力微生物 小泉武夫 ☆

430ア
シンメトリー :
対称性がつむぐ不思議で美しい物語

デーヴィッド
・ウェード

480ホ
世界のアニマルシェルターは、
犬や猫を生かす場所だった。

本庄萌

491リ
快感回路 : なぜ気持ちいいのかなぜや
められないのか

デイヴィッド
・J. リンデン

430ア 数(かず)の不思議 : 魔方陣・ゼロ・ゲマトリア ミランダ・ランディ 494カ
がんで余命ゼロと言われた
私の死なない食事

神尾哲男 ☆

431ジ 生命ふしぎ図鑑　発光する生物の謎 マーク・ジマー 498ウ 人はこうして「食べる」を学ぶ ビー・ウィルソン ☆
432ウ ビーカーくんと放課後の理科室 うえたに夫婦 ☆
B440ガ 星界の報告 ガリレオ・ガリレイ

453シ 完全解説日本の火山噴火 島村英紀

5

523キ 東西名品昭和モダン建築案内 北夙川不可止

526ハ 世界の議事堂 アイヴァン・ハーバー

557フ 灯台に恋したらどうだい? 不動まゆう 596タ 腸がよろこぶ料理 たなかれいこ ☆
577ナ トコトンやさしい染料・顔料の本 中澄博行, 福井寛 596ニ 魚っ食いのための珍魚食べ方図鑑 西潟正人

589イ
原宿ストリートポートレート
 = Harajuku Street Portrait

一色卓丸 596シ
世界の野菜ごはん : 人気クッキングス
タジオのヴィーガンレシピ

庄司いずみ

☆ 591オ
定年男子定年女子 :
45歳から始める「金持ち老後」入門!

大江英樹, 井戸美枝

☆

☆

☆

430ア

朝日新聞出版 編著

593タ
ファッションデザイン画ビギナーズ
超速マスター

高村是州507イ
よくわかる知的財産権 :
知らずに侵害していませんか?1~3

岩瀬ひとみ

おだまり、ローズ :
子爵夫人付きメイドの回想

591ハ ロジーナ・ハリソン

596ア
調理科学のなぜ? :
楽しい食品成分のふしぎ

498ス

スティーブン
・ジョンソン

プラトンとアルキメデスの立体 :
美しい多面体の幾何学

ダウド・サットン 493ロ
サイコパスを探せ! :
「狂気」をめぐる冒険

ジョン・ロンソン

ティム・スペクター

507ジ
世界をつくった6つの革命の物語
 : 新・人類進化史

209モ
海賊の世界史 : 古代ギリシアから
大航海時代、現代ソマリアまで

桃井治郎 236カ
スペイン旅行に行く前に
歴史の話をざっくりと

河合美奈子

288ベ

430ア
コンパスと定規の数学 :
手で考える幾何学の世界

アンドルー・サットン

492ナ
世界の最新医学が証明した
究極の疲れないカラダ
 : 世界最高の健康法がここにある!

仲野広倫

493イ
認知症の人がズボラに食習慣を変えた
だけでみるみる回復する!

板倉弘重

430ア
幾何学の不思議 :
遺跡・芸術・自然に現れたミステリー

ミランダ・ランディ

430ア
黄金比 :
自然と芸術にひそむもっとも不思議な数の話

スコット・オルセン

哲学（哲学、心理学、倫理学、宗教）

歴史（歴史、伝記、地理）

自然科学（数学、理学、医学）

技術（工学、工業、家政学）

ダイエットの科学 : 「これを食べれば
健康になる」のウソを暴く

美智子さま品のある素敵な装い
58年の軌跡

別冊宝島編集部

 
 

新着図書紹介   

 



 

 
 
 

6

601ノ 農林水産業のみらいの宝石箱 農林水産業みらい基金 645マ その道のプロに聞く生きものの持ちかた松橋利光

S601イ 日本列島創生論 : 地方は国家の希望なり 石破茂

664タ 捕まえて、食べる 玉置標本

626タ 築地市場のセリ人が教える旬の野菜 田村善男 675ハ 怪しい商品を買ってみました 橋本玉泉

645ホ こいぬがほしいきみへ : 命をお金で買わないで 本城直香 682キ 牛車で行こう! : 平安貴族と乗り物文化 京樂真帆子

7

721ナ うき世と浮世絵 内藤正人

726シ はたらく細胞 5 清水茜

726ユ サトコとナダ ユペチカ

726コ 宇宙兄弟1～31 小山宙哉

726ナ こだわりやのホーリー なごしかおり 783ニ 頂点への道 = The Road to Top 錦織圭

☆ 754エ おはなしおりがみ = ORIGAMI TALE 遠藤可奈子 798ヨ この問題、とけますか? 吉田敬一

8

S830カ 英語の品格 ロッシェル・カップ

809キ インタビュー 木村 俊介

813ニ 「言いたいこと」から引ける大和ことば辞典 西谷 裕子

9 文学

B913ア 神様の御用人 7 浅葉なつ B913マ 黒革の手帖 上下 松本清張

913イ AX(アックス) 伊坂幸太郎 B913ミ サファイア 湊かなえ

B913イ 少年たちは花火を横から見たかった 岩井俊二 B913ミ 母性 湊かなえ

B913オ 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? 大根仁 B913ワ 忍びの国 和田竜

913カ うなぎ女子 加藤元

B913キ ちょっと今から仕事やめてくる 北川恵海

913サ 月の満ち欠け 佐藤正午 914ミ ぐるぐる・博物館 三浦しをん

913タ 明治乙女物語 滝沢志郎 B932シ マクベス シェイクスピア

B913タ ラストレシピ : 麒麟の舌の記憶 田中経一 B933ラ シェイクスピア物語
チャールズ・ラム,
メアリー・ラム

☆

913ヌ 影裏 沼田 真佑 B933ロ ドリトル先生のサーカス ヒュー・ロフティング

913ハ とるとだす 畠中恵 B969ア ブラス・クーバスの死後の回想 マシャード・ジ・アシス

913マ パーマネント神喜劇 万城目学

☆

809ハ

9割の人が知らないプロの常識で
説得力のある声をつくる
 : コミュニケーションに自信がつく
自然な発声と話し方のコツ

浜田 真実

860ワ
ジョークで楽しく学ぶスペイン語 =
Desconfía de quienes nunca ríen.

アダムのリンゴ : 歴史から生まれた
世にもおもしろい英語

847メ
笑うときにも真面目なんです
 : ドイツ語エッセイ

830コ
世にもおもしろい英語 :
あなたの知識と感性の領域を広げる英語表現

小泉牧夫

渡邉優

830テ
「日本人と英語」の社会学 :
なぜ英語教育論は誤解だらけなのか

寺沢拓敬

830コ 小泉 牧夫

マライ・メントライン

東京大学謎解き制作
集団AnotherVision

754シ
おりがみ大全集 : 決定版 : 伝承のおり
がみから暮らしの紙小物まで

主婦の友社

779ワ
表参道のセレブ犬と
カバーニャ要塞の野良犬

若林正恭

結解喜幸

645マ
ふつうじゃない生きものの飼いかた :
その道のプロに聞く

松橋利光

609ヨ
はかりきれない世界の単位 =
Immeasurable Units of the World

米澤敬

645ナ
うさ語辞典 :
しぐさや行動からうさぎのキモチがわかる!

中山ますみ 監修 686ケ
台湾と日本を結ぶ鉄道史
 : 日台鉄道交流の100年

B973ピ
月を見つけたチャウラ :
ピランデッロ短篇集

ピランデッロ

914エ
いつか別れる。
でもそれは今日ではない

F

798ト

産業（農林水産業、商業、運輸、通信）

芸術（芸術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸、娯楽）

言語

東大ナゾトレ:東京大学謎解き制作集団
AnotherVisionからの挑戦状 第1巻

 

☆マークは 

リクエストの

あった本です 

 

10/30～11/2 

ふろくの 

プチ抽選会を 

やるよ！ 

 
おそ松とか 

ヨシタケシンスケ

とか 

 

 おまけ 

ノートに書けそうなドイツ語 

 

das heißt (略：d.h. ) 
読み方 ダス ハイスト 

意味 つまり 

新着のおすすめ 

『サトコとナダ』（まんが） 

 

日本人のサトコとサウジアラビア人のナダ 

2人のアメリカでのルームシェア生活 

ムスリムの文化、アメリカの文化、 

知らないことがいっぱいで楽しい！ 


