
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の新刊書 

タイトル(巻次／版) 著者 出版者 

スマホ断食 藤原智美 潮出版社 

アプリケーションエンジニアになるには 小杉眞紀 ぺりかん社 

遅読家のための読書術 印南敦史 PHP 研究所 

名著のツボ 石井千湖 文藝春秋 

「この差」って何だ? 曽根翔太 三笠書房 

ニュースの未来 石戸諭 光文社 

方向音痴って、なおるんですか? 吉玉サキ 交通新聞社 

よくわかる思考実験 髙坂庵行 イースト・プレス 

やりたいことが見つからない君へ 坪田 信貴 小学館 

日本列島四万年のディープヒストリー 森先一貴 朝日新聞出版 

日韓併合の収支決算報告 青山誠 彩図社 

決定版大東亜戦争／上 戸部良一 新潮社 

決定版大東亜戦争／下 波多野澄雄 新潮社 

ヒロシマを暴いた男 レスリー・M・M・ブルーム 集英社 

一冊でわかるトルコ史 関眞興 河出書房新社 

スペイン史１０講 立石博高 岩波書店 

世界でいちばん幸せな男 エディ・ジェイク 河出書房新社 

ハーベン ハーベン・ギルマ 明石書店 

ヒトラー 芝健介 岩波書店 

おもしろ雑学世界地図のすごい読み方 ライフサイエンス 三笠書房 

立花隆最後に語り伝えたいこと 大江健三郎 中央公論新社 

無理ゲー社会 橘玲 小学館 

SDGs で見る現代の戦争 伊勢﨑賢治 学研プラス 

敗戦は罪なのか 三井 美奈 産經新聞出版 

地図とデータで見る人口の世界ハンドブック ジル・ピゾン 原書房 

債券のしくみがこれ 1 冊でしっかりわかる教科書 土屋剛俊 技術評論社 

繊細な人鈍感な人 五百田達成 PHP 研究所 

ジョブ型雇用社会とは何か 濱口桂一郎 岩波書店 

フォトエッセイ トットちゃんと訪ねた子どもたち 田沼 武能 岩波書店 

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中英樹 ぺりかん社 

「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること 石井志昂 ポプラ社 

農学部 佐藤成美 ぺりかん社 

スマホ危機 親子の克服術 石川 結貴 文藝春秋 

その気遣い、むしろ無礼になってます! 三上ナナエ すばる舎 

イラスト図解超ウケる「物理と化学」 久我勝利 青春出版社 

すばらしい人体 山本健人 ダイヤモンド社 

血液型と免疫力 藤田紘一郎 宝島社 

うそをつく子 トリイ・ヘイデン 早川書房 

ウルトラ図解双極性障害 野村総一郎 法研 

新型コロナワクチン本当の「真実」 宮坂昌之 講談社 

ゲーム依存から子どもを取り戻す 佐野英誠 育鵬社 

しんどい時の自分の守り方 増田史 ナツメ社 

ジェネリック医薬品の不都合な真実 キャサリン・イーバン 翔泳社 

2021 年 10 月号 

メディアセンター 

発行 

読書週間（10 月 27 日～11 月 9 日）が始まります！ 

読書週間は「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」と 1947 年 

から開催されました。秋の深まる季節に本に親しみ、多くの人に読書の 

楽しさや大切さを知ってもらおうと「文化の日」前後の 2 週間を読書週 

間としています。（参考：『図書館ごよみ＆イラスト 1200』全国学校図書 

館協議 編・発行） 

メディアセンターでも読書週間にちなんで、イベントを下記の日程で行います。みなさんぜひご参

加ください。 

 

10 月 27 日（水） 札幌龍谷学園高等学校オリジナルファイルプレゼント 

        （本を 3 冊以上借りた方先着 10 名にオリジナルファイルをプレゼント） 

 

11 月  5 日（金） 古雑誌市 

        （一人 5 冊まで古雑誌を無料配布します。配布する雑誌は、オレンジページ、 

         SCREEN、ROCKIN’ ON JAPAN、蛍雪時代、Newton、ダ・ヴィンチ、 

                  SPORTS GRAPHIC NUMBER、WORLD SOCCER DIGEST の予定です。） 

 

11 月 9 日（火） ブックカバー無料配布 

        （貸出した本 1 冊にブックカバーをおつけします。） 



東京イラスト建築さんぽ mini_minor エクスナレッジ 

自閉症の画家が世界に羽ばたくまで 石村和徳 扶桑社 

不滅のワイルズ 穂積良洋 文芸社 

図解いきなり絵がうまくなる本／増補 中山繁信 KADOKAWA 

ICONISM Sandu パイインターナショナル 

甲子園は通過点です 氏原英明 新潮社 

常識として知っておきたい日本語ノート 齋藤孝 青春出版社 

知的文章術入門 黒木登志夫 岩波書店 

ネイティブなら12歳までに覚える80パターンで英語が止まらない! 塚本亮 高橋書店 

兵諫 浅田次郎 講談社 

月曜日の抹茶カフェ 青山美智子 宝島社 

わたしの幸せな結婚／5 顎木あくみ KADOKAWA 

ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎 朝日新聞出版 

民王 池井戸 潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

おまえなんかに会いたくない 乾ルカ 中央公論新社 

月と日の后 冲方丁 PHP 研究所 

すぐ死ぬんだから 内館牧子 講談社 

花束は毒 織守きょうや 文藝春秋 

とにもかくにもごはん 小野寺史宜 講談社 

猫弁と鉄の女 大山淳子 講談社 

オーダーは探偵に／[13] 近江泉美 KADOKAWA 

さよならも言えないうちに 川口俊和 サンマーク出版 

ただしい人類滅亡計画反出生主義をめぐる物語 品田遊 イースト・プレス 

倒産続きの彼女  新川帆立 宝島社 

明日は結婚式 小路幸也 祥伝社 

かぞえきれない星の、その次の星 重松清 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

めだか、太平洋を往け 重松清 幻冬舎 

鏡の背面 篠田節子 集英社 

EAT 田中三五 KADOKAWA 

大連合 堂場瞬一 実業之日本社 

あなたを愛しているつもりで、私は――。 遠宮にけ 宝島社 

ソウルハザード  永山千紗 文芸社 

大正浪漫 NATSUMI 双葉社 

やさしい猫 中島京子 中央公論新社 

嗤う淑女二人  中山七里 実業之日本社 

100 万回生きたきみ 七月隆文 KADOKAWA 

推理大戦  似鳥鶏 講談社 

いらっしゃいませ下町和菓子栗丸堂／4 似鳥 航一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田 ひ香 中央公論新社 

三千円の使いかた 原田ひ香 中央公論新社 

ネコとカレーライス 藤野ふじの マイクロマガジン社 

焔の舞姫 藤宮彩貴 KADOKAWA 

最後の晩ごはん／[16] 椹野道流 KADOKAWA 

三角の距離は限りないゼロ  岬鷺宮 KADOKAWA 

やおよろず百貨店の祝福 本葉かのこ KADOKAWA 

オーラの発表会 綿矢りさ 集英社 

こどもは古くならない。 糸井重里 ほぼ日 

おしゃべりな人見知り 山本ゆり 扶桑社 

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー／2 ブレイディみかこ 新潮社 

三十の反撃  ソンウォンピョン 祥伝社 

俳句のきた道 藤田真一 岩波書店 
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