
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の新刊書 

タイトル (巻・版) 著者 出版者 

齋藤孝先生が選ぶ高校生からの読書大全 齋藤孝 著 東京堂出版 

ギネス世界記録 2023 クレイグ・グレンディ 著 角川アスキー総合研究所 

「世界のすごい人」が使った心理学 清田予紀 著 三笠書房 

いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか 立花隆 著 SBクリエイティブ 

統一協会の何が問題か 郷路征記 著 花伝社 

統一協会マインド・コントロールのすべて 郷路征記 著 花伝社 

一気読み世界史 出口治明 著 日経 BP 

読むだけですっきりわかる歴史総合 後藤武士 著 宝島社 

一冊でわかるタイ史 柿崎一郎 著 河出書房新社 

スターリンの正体 舛添要一 著 小学館 

ゼレンスキーの真実 レジス・ジャンテ 著 河出書房新社 

池上彰の世界の見方  中南米 池上彰 著 小学館 

正解のない問題集 道徳編 池上彰 監修 Gakken 

バカにつける薬はない 池田清彦 著 KADOKAWA 

7・8元首相銃撃事件 何が終わり、何が始まったのか? 大澤真幸 著 河出書房新社 

バカと無知 橘玲 著 新潮社 

香港少年燃ゆ 西谷格 著 小学館 

ならば、マンガで説明しよう!政治・経済 今朝耕郎 漫画 Gakken 

日本の政治「解体新書」 八幡和郎 著 小学館 

クレムリンの殺人者 ジョン・スウィーニー 著 朝日新聞出版 

データで読む地域再生 日本経済新聞社地域報道センター 編 日経 BP日本経済新聞出版 

オタク六法 小林 航太 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

デマ・陰謀論・カルト 物江潤 著 新潮社 

15歳からの社会保障 横山北斗 著 日本評論社 

ジェンダーがよくわかる本 瀬地山角 著 秀和システム 

ボーダー = Border 佐々涼子 著 集英社インターナショナル 

奨学金、借りたら人生こうなった 千駄木雄大 著 扶桑社 

「特攻」を子どもにどう教えるか 山元研二 著 高文研 

進路格差 朝比奈なを 著 朝日新聞出版 

情報学部 漆原次郎 著 ぺりかん社 

アイヌ力よ! 宇梶静江 著 藤原書店 

世界の絶滅危惧食 ダン・サラディーノ 著 河出書房新社 

ひどい民話を語る会 京極夏彦 著 KADOKAWA 

基地はなぜ沖縄でなければいけないのか 川名 晋史 筑摩書房 

解きたくなる数学 佐藤雅彦 著 岩波書店 

見るだけで理解が加速する得点アップ数学公式図鑑 あきとんとん 著 KADOKAWA 

日本の絶滅危惧生物図鑑 岩槻邦男 編 丸善出版 

私の夢はスイスで安楽死 くらんけ 著 彩図社 

ルポ副反応疑い死 山岡淳一郎 筑摩書房 

思春期の心と社会 小野善郎 著 福村出版 

間取りスケッチブック 松原正明 著 エクスナレッジ 

培養肉とは何か？ 竹内昌治 岩波書店 

神々の復讐 中山茂大 著 講談社 

女奴隷たちの反乱 レベッカ・ホール 作 花伝社 

文にあたる 牟田都子 著 亜紀書房 

「日本人の日本語」を考える 庵功雄 著 丸善出版 

梵字のきほん 橋本秀範 監修 メイツユニバーサルコンテンツ 

自分の頭で考えよ 石原慎太郎 著 プレジデント社 

silentシナリオブック完全版 生方美久 脚本 扶桑社 

いちねんかん 畠中恵 著 新潮社 

かんむり 彩瀬まる 著 幻冬舎 

もののふの国 天野純希 著 中央公論新社 

光のとこにいてね 一穂ミチ 著 文藝春秋 

一睡の夢 伊東潤 著 幻冬舎 

なんとかしなくちゃ。 青雲編 恩田陸 著 文藝春秋 

2023 年 1月号 

メディアセンター

発行 

直木三十五賞・芥川賞の受賞作が決定しました。 

第 168回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の発表が 1月 19日に行われました。メディアセンタ

ーでも近々入荷する予定です。ノミネート作品も入荷する予定ですので、ぜひご利用ください。受賞作及

びノミネート作品は下記のとおりです。 

 

芥川賞受賞作 

『この世の喜びよ』井戸川射子 著／講談社 

『荒地の家族』佐藤 厚志 著／新潮社 

芥川賞ノミネート作 

『ジャクソンひとり』安堂ホセ 著／文芸春秋 

『開墾地』グレゴリー・ケズナジャット 著 

『グレイスレス』鈴木 涼美 著 

 

直木三十五賞受賞作 

『地図と拳』小川哲 著／集英社 

『しろがねの葉』千早茜 著／新潮社 

直木三十五賞ノミネート作 

『光のとこにいてね』一穂ミチ 著／文藝春秋 

『クロコダイル・ティアーズ』雫井脩介 著／文藝春秋 

『汝、星のごとく』凪良ゆう 著／講談社 

https://backgrounds-free.com/02-full-hd-1920×1200/102-image.html


ウナノハテノガタ 大森兄弟 著 中央公論新社 

心霊探偵八雲 INITIAL FILE幽霊の定理 神永学 著 講談社 

心霊探偵八雲いつわりの樹 神永学 著 KADOKAWA 

犬を盗む 佐藤青南 著 実業之日本社 

月人壮士 澤田瞳子 著 中央公論新社 

彼女と彼女の猫 新海誠 原作 カンゼン 

見えないドアと鶴の空 白石一文 著 文藝春秋 

小説雲のむこう、約束の場所 新海誠 原作 KADOKAWA 

小説星を追う子ども 新海誠 原作 KADOKAWA 

ゴッホの犬と耳とひまわり 長野まゆみ 著 講談社 

タスキメシ-五輪- 額賀澪 著 小学館 

もしも彼女が関ケ原を戦ったら 眞邊明人 著 サンマーク出版 

コレラを防いだ男関寛斎 柳原三佳 著 講談社 

蒼色の大地 薬丸岳 著 中央公論新社 

教誨 柚月裕子 著 小学館 

天使も怪物も眠る夜 吉田篤弘 著 中央公論新社 

誰が国家を殺すのか 5 塩野七生 著 文藝春秋 

90歳の人間力 外山滋比古 著 幻冬舎 

パールハーバーの目撃者 カトリーナ・ルクシャフスキー 編著 水曜社 

 

 

1・2 年生の貸出終了のお知らせ 
 

 1・2 年生の貸出は 2 月 28 日 

で終了いたします。その後は返 

却のみになります。 

また、3 月 18 日から蔵書点 

検を行いますので、完全閉館い 

たします。 

ゼミ等の間の時間も使用できませんので、ご

了承ください。 


