
 

 

 

 

 書名 著者名 出版者 

1 ヴィオラ母さん : 私を育てた破天荒な母・リョウコ ヤマザキマリ 文藝春秋 

2 仕事にしばられない生き方 ヤマザキマリ 小学館 

3 発現 阿部智里 NHK出版 

4 わたし、定時で帰ります。  朱野帰子 新潮社 

5 ピーク 堂場瞬一 朝日新聞出版 

6 幕末まらそん侍 土橋章宏 角川春樹事務所 

7 ハロー・ワールド 藤井太洋 講談社 

8 スイート・ホーム 原田マハ ポプラ社 

9 魔眼の匣の殺人 今村昌弘 東京創元社 

10 ざんねんな努力 川下和彦, たむらようこ アスコム 

11 ブロードキャスト 湊かなえ KADOKAWA 

12 新章 : 神様のカルテ 夏川草介 小学館 

13 ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原浩 文藝春秋 

14 ホケツ! 小野寺史宜 祥伝社 

15 まよなかの青空 谷瑞恵 文藝春秋 

16 トラペジウム 高山一実 KADOKAWA 

17 ノースライト 横山秀夫 新潮社 

18 続横道世之介 吉田修一 中央公論新社 

19 洋食小川 小川糸 幻冬舎 

20 ルーム・オブ・ワンダー ジュリアン・サンドレル NHK出版 

21 文系と理系はなぜ分かれたのか 隠岐さや香 星海社 

22 Factfulness  ハンス・ロスリング他 日経 BP社 

23 退屈なことは Pythonにやらせよう Al Sweigart オライリー・ジャパン 

24 
1日 1ページ、読むだけで身につく世界の教養 365 

デイヴィッド・S・キダー, 

ノア・D・オッペンハイム 
文響社 

25 その情報はどこから? : ネット時代の情報選別力 猪谷千香 筑摩書房 

26 
キャリアアップしたいあなたに伝えたい働く女子の基本 大口美樹 

幻冬舎メディアコ

ンサルティング 

27 東アジア仏教史 石井公成 岩波書店 

28 世界史の実験 柄谷行人 岩波書店 

29 
マンガでわかる日本の近現代史 

河合敦(監修)，サイドラン

チ(マンガ) 
池田書店 

30 旅する歴史家 河合敦 産業編集センター 

31 日本をどのような国にするか 丹羽宇一郎 岩波書店 

2019年 3月 の 新着図書 その２ 

  
 

日本のマラソンのはじまり 

3Ｆ・新着本コーナーに並べています。 
貸出中の場合はカウンターorマイライブラリから予約ができます。 

台所での日々を綴ったエッセイ 

夢を追う 8人の物語 

幕末からの 150 年間を漫画で学ぶ 

データからみる世界の問題 



 

 

 

 

 

 

 

 書名 著者名 出版者 

32 
なかなか自分で決められない人のための「決める」技術 柳生雄寛 

ディスカヴァー・

トゥエンティワン 

33 
問題解決のためのデータ分析 新装版 齋藤健太 

クロスメディア・

パブリッシング 

34 伝わるスイッチ : 少ない言葉+ていねい+正しそうで OK! 深沢真太郎 大和書房 

35 「働き方改革関連法」早わかり 布施直春 PHP研究所 

36 看る力 : アガワ流介護入門 阿川佐和子, 大塚宣夫 文藝春秋 

37 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤亜紗 光文社 

38 子どもの貧困 : 未来へつなぐためにできること 渡辺由美子 水曜社 

39 子育ての知恵 : 幼児のための心理学 高橋惠子 岩波書店 

40 採用側の本音を知れば就職面接は 9割成功する 渡部幸 KADOKAWA 

41 中学数学のつまずきどころが 7日間でやり直せる授業 西口正 日本実業出版社 

42 高校物理基礎の解き方をひとつひとつわかりやすく。 長谷川大和 他 学研プラス 

43 基本から 3D までしっかりわかる AutoCAD/AutoCAD LT 徹底入門 稲葉幸行 技術評論社 

44 不便益のススメ : 新しいデザインを求めて 川上浩司 岩波書店 

45 犬のための家づくり   エクスナレッジ 

46 猫のための家づくり   エクスナレッジ 

47 成功するリノベのベストレシピ (建築知識の本 08)   エクスナレッジ 

48 
機関学概論 改訂版 

大島商船高専マリンエン

ジニア育成会(編) 
成山堂書店 

49 ひとり暮らしレスキューBOOK 成美堂出版編集部(編) 成美堂出版 

50 超簡単なので自炊やってみた。 自炊研究会(編) 家の光協会 

51 県民バズごはん リュウジ 飛鳥新社 

52 誰でも 1回で味が決まるロジカル調理 主婦の友社(編) 主婦の友社 

53 もっとラクする半調理 スガ KADOKAWA 

54 シンプル収納のルール&アイデア 決定版   学研プラス 

55 凡人のための地域再生入門 木下斉 ダイヤモンド社 

56 
アグリビジネス進化論 

トーマツ・農林水産業ビジネス

推進室 
プレジデント社 

57 配色デザインインスピレーションブック Power Design Inc. ソシム 

58 レポート・論文の教科書 : 5 日で学べて一生使える! 小川仁志 筑摩書房 

59 「いのち」とがん : 患者となって考えたこと 坂井律子 岩波書店 

料理初心者さんに good！ 

地方の現実と成功のコツ 

人も犬も猫も 
幸せに暮らせる家を作ろう 
 

3Ｆ・新着本コーナーに一定期間並べています。 
棚を探しても見つからない、場所がわからない…などのお困りごとは 
お気軽にカウンターまでお尋ねください。 


