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書           名 著者名 出版社名

電子工作、作りながら応用力を身につける 金丸　隆志 講談社

もしも高校4年生があったら英語を話せるようになるのか 金澤　優 幻冬舎

超、筋トレが最強のソリューション 久保　孝史 文藝社

グレタ、たったひとりのストライキ マレーナ・エルンマン 海と月社

「食べる」が変わる、「食べる」を変える ビー・ウィルソン 原書房

ケーキの切れない非行少年たち 宮口　幸治 新潮新書

会計の世界史 田中　清浩 日本経済新聞社

紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 佐々　涼子 早川書房

SUNNY 黒住　光 幻冬舎

生きる力、死ぬ能力 ダイヤモンド社 弘文堂

人口知能は人間を超えるか 松尾　豊 角川EPUB選書

勉強のトリセツ 染川　由香、しましま 学研出版

銀河の片隅で-科学夜話 全　卓樹 朝日出版社

ひとはなぜ戦争をするのか アルバート・アインシュタイン、ジグムン 講談社学術文庫

世界の仕組みを物理で知る 松原　隆彦 山と渓谷社

落とされない小論文 今道　琢也 ダイヤモンド社

新記号論　脳とメディアが出会うとき 石田　英敬 ゲンロン社

教養の書 戸田山和久 筑摩書房

ひっょうごの城めぐり 本岡勇一 のじぎく文庫

あやかし草紙 宮部みゆき 角川文庫

容疑者の夜行列車 多和田葉子 青土社

HARRY　LOTTER２～7　NEW（B）英語 JKローリング BLOOMSBURY(UK)

首里の馬 高山羽根子 新潮文庫

破局 遠野遥 文藝

少年と犬 馳星周 文藝春秋

入門者のLinuｘ素朴な疑問を解消しながら学ぶ 奈佐原顕郎 ブルーバックス

新着図書紹介（7、8月）



書           名 著者名 出版社名

入門者のPythonプログラムを作りながら基本を学ぶ 立山秀利 ブルーバックス

Illustrator10年使える逆引き手帖 高野雅弘 SB reative

Illustratorしっかり入門 高野雅弘 SB reative

デザインの学校　これからはじめるIllustratorの本 ロクナナワークショップ 技術公論社

電磁気学キャンパス・ゼミ　改訂7 馬場敬之 マセマ

力学キャンパス・ゼミ　改訂6 馬場敬之 マセマ

AI　ｖｓ、教科書が読めない子どもたち 新井紀子 東洋経済

平野が語る日本史 日下雅義 角川ソフィア文庫

ゴーストハント1 小野不由美 角川文庫

ゴーストハント2 小野不由美 角川文庫

知らないと恥をかく世界の大問題（11）
　　　　　　　　　　　　グローバルリズムのその先

池上彰 角川文庫

インド夜想曲 A・タブッキ 白水社

シェルタリング・スカイ P・ボウルズ 新潮文庫

ガールズ・ブルー あさのあつこ 文春文庫

2時間でわかる図鑑　台湾のしくみ 林志行 中経出版

イタリア紀行　上・中・下 ゲーテ 岩波文庫

マルコ・ポーロの見えない都市 I・カルヴィーノ 河出書房新社

医学生 南木佳士 文春文庫

街道をゆく 司馬遷太郎 朝日文芸文庫

感染列島 涌井学 小学館

決定版　図説・日本刀大全　1 稲田和彦

決定版　+D48+B32:D40+B32:C40 稲田和彦

親台論 浅野和生 ごま書房新社

世界を変えた哲学者たち 堀川哲 角川ソフィア文庫

台湾 伊藤潔 中公新書

台湾の若者を知りたい 水野俊平 中公新書

日本に恋した台湾人 謝雅梅 総合法令出版

高校生のための評論文キーワード100 中山元 ちくま新書

試験に受かる「技術」 吉田たかよし 講談社現代新書



書           名 著者名 出版社名

とにかくうちに帰ります 津村記久子 新潮文庫

呪いの塔 横溝正史 徳間文庫

技士道十五か条 西堀榮三郎 朝日文庫

破れざる者たち 沢木耕太郎 文春文庫

京都怪談　神隠し 花房観音　他 竹書房文庫

怪談　四十九夜　鎮魂 黒木あるじ 竹書房文庫

少女は鳥籠で眠らない 織守きょうや 講談社新書

夏をなくした少年たち 生馬直樹 新潮文庫

蟻地獄 板倉俊之 新潮文庫

ハリウッド・サーティフィケイト 島田荘司 角川文庫

高校生のための論理思考トレーニング 横山雅彦 ちくま新書

京大人気講座　生きぬくたmえの地震学 鎌田浩毅 ちくま新書

学校の怖イ噂 エブリスタ編 竹書房文庫

関西怪談 田辺青蛙 竹書房文庫

五代友厚 高橋直樹 新潮文庫

杖下に死す 北方謙三 文春文庫

独り群せず 北方謙三 文春文庫

余白の春 瀬戸内寂聴 岩波現代文庫

三陸海岸大津波 吉村昭 文春文庫

同級生 東野圭吾 講談社文庫

白銀ジャック 東野圭吾 実業之日本社文庫

虹を操る少年 東野圭吾 講談社文庫

浪花少年探偵団 東野圭吾 講談社文庫

ゲームの名は誘拐 東野圭吾 公文社文庫

ブルータスの心臓 東野圭吾 光文社文庫

11文字の殺人 東野圭吾 光文社文庫

白馬山荘殺人事件 東野圭吾 光文社文庫

殺人現場は雲の上 東野圭吾 光文社文庫

怪しい人びと 東野圭吾 光文社文庫



書           名 著者名 出版社名

ある閉ざされた雪の山荘で 東野圭吾 光文社文庫

東京下町殺人暮色 宮部みゆき 公文社文庫

スナーク狩り 宮部みゆき 公文社文庫

本所深川ふしぎ草紙 宮部みゆき 新潮文庫

返事はいらない 宮部みゆき 新潮文庫

英雄の書　上 宮部みゆき 新潮文庫

英雄の書　下 宮部みゆき 新潮文庫

平成お御徒日記 宮部みゆき 新潮文庫

チチンプイプイ 宮部みゆき 文春文庫

とり残されて 宮部みゆき 文春文庫

ここはボツコニアン1 宮部みゆき 集英社文庫

鳩笛草 宮部みゆき 公文社文庫

パーフェクト・ブルー 宮部みゆき 創元推理文庫

夢にも思わない 宮部みゆき 角川文庫

ICO-霧の城（上） 宮部みゆき 講談社文庫

ICO-霧の城（下） 宮部みゆき 講談社文庫

初ものがたり 宮部みゆき 新潮文庫

我らが隣人の犯罪 宮部みゆき 文春文庫

昭和史の10大事件 宮部みゆき 文春文庫

山女日記 湊かなえ 幻冬舎文庫

まぼろ駅前番外地 三浦しをん 文春文庫

光 三浦しをん 集英社文庫

格闘する者に〇 三浦しをん 新潮文庫

白いへびの眠る島 三浦しをん 角川文庫

明日の約束 村上由佳 集英社文庫

凍える月 村上由佳 集英社文庫

雲の果て 村上由佳 集英社文庫

蜂蜜色の瞳 村上由佳 集英社文庫

彼方の声 村上由佳 集英社文庫



書           名 著者名 出版社名

消せない告白 村上由佳 集英社文庫

花酔ひ 村上由佳 文春文庫

ダブル・ファンタジー　上 村上由佳 文春文庫

ダブル・ファンタジー　下 村上由佳 文春文庫

往復書簡 湊かなえ 幻冬舎文庫

豆の上で眠る 湊かなえ 新潮文庫

フィッシングストリー 伊坂幸太郎 新潮文庫

モダンタイムス　上 伊坂幸太郎 講談社文庫

モダンタイムス　下 伊坂幸太郎 講談社文庫

あるキング 伊坂幸太郎 徳間文庫

面白いお話、売ります 伊坂幸太郎　他 新潮文庫

SOSの猿 伊坂幸太郎 中公新書

面白いお話、売ります 沢木耕太郎 新潮文庫

面白いお話、売ります 沢木耕太郎 新潮文庫

10分間ミステリー 天田式 宝島社文庫

5分で読めるひと駅ストーリー　乗車編 編集部編 宝島社文庫

5分で読めるひと駅ストーリー　降車編 編集部編 宝島社文庫

5分で読めるひと駅ストーリー　冬の記憶　東口編 編集部編 宝島社文庫

5分で読めるひと駅ストーリー　夏の記憶　西口編 編集部編 宝島社文庫

5分で読める！ひと駅ストーリー　夏の記憶東口 編集部編 宝島文庫

6分で読める！ひと駅ストーリー　本の物語 編集部編 宝島文庫


