●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （５/３０～６/５）

2020年6月6日作成

◇中央図書館
〈一般〉

知的再武装６０のヒント
インターネット・ＳＮＳトラブルの法務対応
超時短！魔法のＥｘｃｅｌショートカットキー
Ｗｏｒｄ最強時短仕事術
だから古典は面白い
本屋を守れ 読書とは国力
世界魔法道具の大図鑑
日本仏教の基本経典
図解でスッと頭に入る世界と日本近現代並列年表
昔の教科書とはこれだけ変わった！
水洗トイレは古代にもあった トイレ考古学入門
偽書が揺るがせた日本史
図説マヤ文明
斎藤氏四代 人天を守護し、仏想を伝えず
雅子さまの笑顔 生きづらさを超えて
明智光秀１０の謎
九州
全国キャンプ場ガイド 2020 西日本編
４９歳、秘湯ひとり旅
地図で見る中東ハンドブック
リビアを知るための６０章
天皇退位 何が論じられたのか おことばから大嘗祭まで
太平洋を渡った杉原ビザ
企画書つくり方、見せ方の技術
アンガーマネジメント
「職場のハラスメント」早わかり
すみません、金利ってなんですか？
部落問題の解決に逆行する「部落差別解消推進法」
新しい転職面接の教科書 「最強の内定」を手に入れる！
図解パワハラ防止対策法制対応ガイド
女性がオフィスで輝くための１２カ条 ＃ＭｅＴｏｏ時代の新しい働き方
きらいな母を看取れますか？ 関係がわるい母娘の最終章
毒親 毒親育ちのあなたと毒親になりたくないあなたへ
迷走する教員の働き方改革 変形労働時間制を考える
かわいい！たのしい！スケッチブックでシアターあそび
ようこそ きものの世界へ 英訳付
フテンマ戦記 基地返還が迷走し続ける本当の理由
虚数がよくわかる ２乗してマイナスになる不思議な数
電卓操作 最短・最速攻略法
生命を究める
植物はなぜ毒があるのか 草・木・花のしたたかな生存戦略
ツバメのひみつ
生老病死そして生 写真と言葉で刻む
「スマホ」という病
がんを自力で消し去る最強食 今あるがん細胞が消えていく食事療法の切り札

胸ひらきで調子のいい自分がずっと続く
ウイルスにもガンにも野菜スープの力
よくわかる最新レンズの基本と仕組み
いきなり動画の達人になる本 スマホから始めて「上級スキル」を身につける

麹本 ＫＯＪＩ ｆｏｒ ＬＩＦＥ
文字の刺しゅう
お料理１年生のひとり暮らしごはんＢＯＯＫ
ラベンダー

池上
深澤
大村
高田
野口
藤原

彰（他）
諭史
あつし
天彦
悠紀雄
正彦

2020年3月 002/ｲ
文藝春秋
中央経済社 2020年3月 007.3/ﾌ
秀和システム 2020年4月 007.6/ｵ
技術評論社 2020年4月 007.6/ﾀ
2020年3月 019/ﾉ
幻冬舎
ＰＨＰ研究所 2020年3月 019/ﾌ
ピエルドメニコ バッカラリオ 西村書店
2020年3月 147.1/ﾊﾞ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2020年3月 183/ｵ
大角 修
2020年3月 209.5/ｽﾞ
祝田 秀全∥監修
昭文社
歴史ミステリー研究会∥編 彩図社
2020年3月 210.1/ﾚ
黒崎 直
吉川弘文館 2020年3月 210/ｸ
原田 実
山川出版社 2020年3月 210/ﾊ
河出書房新社 2020年2月 256/ｶ
嘉幡 茂
ミネルヴァ書房 2020年2月 288.3/ｷ
木下 聡
2020年3月 288.4/ﾔ
矢部 万紀子
幻冬舎
2020年3月 289.1/ｱ
本郷 和人
宝島社
実業之日本社 2020年3月 291.9/ｷ
2020年5月 291/ｾﾞ
昭文社
朝日新聞出版
2020年3月 291/ﾏ
松本 英子
2020年3月 302.2/ﾌﾞ
ピエール ブラン（他）
原書房
2020年3月 302.4/ﾘ
塩尻 和子∥編著
明石書店
中央公論新社 2020年3月 313.6/ﾐ
御厨 貴∥編著
岐阜新聞情報社 2020年3月 316.8/ﾀ
高橋 文∥編著
2020年4月 336.1/ﾌ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
藤村 正宏
あさ出版
日本経済新聞出版社
2020年3月 336.4/ﾄ/ﾐｽﾞｲﾛ
戸田 久実
布施 直春
ＰＨＰ研究所 2020年3月 336.4/ﾌ/ﾐｽﾞ
サンマーク出版 2020年4月 338/ｺ
小林 義崇
部落問題研究所 2020年3月 361.8/ﾌﾞ
部落問題研究所
2020年3月 366.2/ﾌ/ｷ
福山 敦士
大和書房
2020年3月 366.3/ｽﾞ/ﾐｽﾞ
江上 千惠子(他)
第一法規
2020年3月 366.3/ﾘ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ジョアン リップマン
文藝春秋
寺田 和代
主婦の友社 2020年3月 367.3/ﾃ
2020年3月 367.3/ﾅ
中野 信子
ポプラ社
2020年3月 374.3/ﾒ
内田 良（他）
岩波書店
井上 明美∥編著
自由現代社 2020年3月 376.1/ｲ
2020年3月 383.1/ﾅ
長崎 巌
東京美術
2020年3月 395.3/ｵ
小川 和久
文藝春秋
ニュートンプレス 2020年4月 412/ｷ
堀川 洋
中央経済社 2020年4月 418.6/ﾎ
2020年3月 460/ｾ
福岡 伸一（他）
ポプラ社
2020年3月 471.9/ﾀ
田中 修（他）
幻冬舎
2020年3月 488.9/ﾊ
長谷川 克
緑書房
農山漁村文化協会 2020年3月 490.14/ｸ
國森 康弘∥写真・文
ロングセラーズ 2020年4月 493.74/ｱ
浅川 雅晴
主婦の友社 2020年4月 494.5/ｶﾞ/ｼｮｸﾘｮｳﾎｳ
田舎中 真由美
主婦の友社 2020年5月 498.3/ﾀ/ｷﾝﾄﾚ
2020年4月 498.58/ﾏ
前田 浩
幻冬舎
秀和システム 2020年4月 535.8/ｸ
桑嶋 幹
2020年2月 547.8/ｲ
伊藤 正治(他)
言視舎
農山漁村文化協会 2020年3月 588.5/ﾅ
なかじ
2020年2月 594/ﾄ/ﾌﾞﾗ
戸塚 薫
啓佑社
検見﨑 聡美
主婦の友社 2020年4月 596/ｹ/ｵﾚ
2020年3月 617.6/ｹﾞ
下司 高明
ＮＨＫ出版

ガーデニング大百科 花、グリーン、庭づくりの基礎がわかる
切る枝・残す枝がわかる！ 庭木の剪定 基礎の基礎からよくわかる
日本貨物鉄道地図鑑 日本を運ぶ美しき車両たち
「沁みる夜汽車」の物語
何度でも泣ける ありふれた鉄道で起きたありえない感動の実話
写実絵画の画家たち ホキ美術館コレクション
バンクシーを読む 銃の代わりに花束を描く！“アート・テロリスト”
頻出度順漢字検定１級合格！問題集 ２０年度版
頻出度順漢字検定２級合格！問題集 ２０年度版
読解力を身につける
イラストとゴロで覚える韓国語
ゼロからスタート ベトナム語 文法編
生きつづけるキキ ひとつの『魔女の宅急便』
文豪と借金 泣きつく・途方に暮れる・踏みたおす・開きなおる・貸す六十八景

大岡信『折々のうた』選 詩と歌謡
人間の品性
レンタルなんもしない人の“もっと”なんもしなかった話
最悪の館
明日町こんぺいとう商店街 心においしい七つの物語
決別 禁裏付雅帳 １０
キャサリンはどのように子供を産んだのか？
たおやかに輪をえがいて
十字架のカルテ ＴＨＥ ＰＳＹＣＨＩＡＴＲＩＳＴ
暗鬼夜行
夜がどれほど暗くても
合唱 岬洋介の帰還
緋色の残響
掟上今日子の設計図
「競技ダンス」へようこそ 紳士と淑女のコロシアム
〈あの絵〉のまえで Ａ Ｐｉｅｃｅ ｏｆ Ｙｏｕｒ Ｌｉｆｅ
日本の図書館 統計と名簿 ２０１９
講孟余話・留魂録 逆境に負けない生きかた

宮内 泰之∥監修
木村 雄一
ＮＨＫ沁みる夜汽車制作チーム

漢字学習教育推進研究会∥編
漢字学習教育推進研究会∥編

村上 慎一
こんぶパン
鷲頭 小弓（他）
斉藤 洋
文豪と借金」編集部∥編
大岡 信
下重 暁子
レンタルなんもしない人
ローリー レーダー＝デイ
寺地 はるな（他）
上田 秀人
森 博嗣
窪 美澄
知念 実希人
月村 了衛
中山 七里
中山 七里
長岡 弘樹
西尾 維新
二宮 敦人
原田 マハ

ブティック社
ナツメ社
平凡社
ビジネス社

2020年5月 627/ｶﾞ
2020年4月 627/ｷ

平凡社
宝島社
新星出版社
新星出版社
岩波書店

2020年4月 723.1/ｼ
2020年4月 723.3/ﾊﾞ

2020年4月 686.6/ｷ
2020年1月 699.6/ｴ

2020年3月 811.2/ﾋ/20
2020年3月 811.2/ﾋ/20
2020年3月 817.5/ﾑ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 829.1/ｺ
Ｊリサーチ出版 2020年4月 829.3/ﾜ

講談社
方丈社
岩波書店
新潮社
晶文社
早川書房
ポプラ社
徳間書店
講談社

2020年2月 910.2/ｶ
2020年4月 910.2/ﾌﾞ
2020年4月 911/ｵ
2020年4月 914.6/ｼ
2020年4月 916/ﾚ
2020年4月 933.7/ﾚ
2020年3月 BF/ｱｼ
2020年4月 BF/ｳｴ/10
2020年2月 BF/ﾓﾘ

中央公論新社 2020年2月 F/ｸﾎﾞ
2020年3月 F/ﾁﾈ
小学館
毎日新聞出版 2020年4月 F/ﾂｷ
角川春樹事務所 2020年3月

宝島社
双葉社
講談社
新潮社
幻冬舎

F/ﾅｶ

2020年5月 F/ﾅｶ
2020年3月 F/ﾅｶﾞ
2020年3月 F/ﾆｼ
2020年3月 F/ﾆﾉ
2020年3月 F/ﾊﾗ

日本の図書館調査委員会∥編 日本図書館協会 2020年3月 R010/ﾆ/19

吉田 松陰∥著

日本能率協会 2020年3月 Y123/ﾖ

〈ティーンズ〉

兄の名は、ジェシカ
金木犀とメテオラ
てのひらに未来
サブキャラたちのグリム童話
ばかみたいって言われてもいいよ

ジョン ボイン
安壇 美緒
工藤 純子
斉藤 洋
吉田 桃子

あすなろ書房 2020年4月 S933/ﾎﾞ

木村
木村
池上
柳田
小林
小林
小林

河出書房新社 2020年2月 32/ｷ
河出書房新社 2020年2月 32/ｷ

集英社
くもん出版
偕成社
講談社

2020年2月 SF/ｱﾀﾞ
2020年2月 SF/ｸﾄﾞ
2020年3月 SF/ｻｲ
2020年3月 SF/ﾖｼ

〈児童〉

ほとんど憲法 小学生からの憲法入門 上
ほとんど憲法 小学生からの憲法入門 下
なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと
うんこドリル空想科学読本
知ろう！減らそう！食品ロス 食品ロスってなんだろう？
知ろう！減らそう！食品ロス 食品ロスを減らすには
知ろう！減らそう！食品ロス 食べ物をすてない工夫
ふかふかパンのひみつ
卓球ジャパン女子
チェス
とりかえっこ
きみと１００年分の恋をしよう はじめて恋が生まれた日
名探偵ＡＩ・ＨＡＲＡ

草太
草太
彰∥監修
理科雄
富雄∥監修
富雄∥監修
富雄∥監修

高樹 ミナ∥編著
伝承遊びを伝える会
泉 啓子
折原 みと
佐東 みどり

学研プラス
文響社
小峰書店
小峰書店
小峰書店

2020年3月 36/ﾅ
2020年4月 40/ﾔ
2020年4月 58/ｼ/1
2020年4月 58/ｼ/2

ひさかたチャイルド

2020年4月 58/ｼ/3
2020年3月 59/ﾌ

汐文社
文溪堂

2020年3月 78/ﾀ
2020年3月 79/ﾃﾞ

新日本出版社 2020年3月 91/ｲ
2020年4月 91/ｵ
講談社
毎日新聞出版 2020年3月 91/ｻ

都会のトム＆ソーヤ 外伝 １６．５ 魔女が微笑む夜
かみさまのベビーシッター
レッツはおなか
四つ子ぐらし 初恋の人の正体
ロウリーのいい子日記 親友グレッグの伝記 １
エリック・カールのえいごがいっぱい
虫ガール ほんとうにあったおはなし
ちっちゃなつぶやき なぞなぞちゃん
せんとてん
バレエのおけいこ
はぶらしくんです。
ちいさいおうち
グレタとよくばりきょじん たったひとりで立ちあがった女の子
どうぶつクッキー
まんままんま

はやみね かおる
廣嶋 玲子
ひこ 田中
ひの ひまり
ジェフ キニー
エリック カール
ケラスコエット
さいとう しのぶ
ローラン シモン
庄野 ナホコ
とよた かずひこ

講談社
理論社
講談社

2020年3月 91/ﾊ
2020年4月 91/ﾋ
2020年4月 91/ﾋ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 91/ﾋ/5

ポプラ社
偕成社
岩崎書店
ポプラ社
かんき出版

2020年4月 93/ｷ
2020年4月 E/ｶ
2020年4月 E/ｹ
2020年4月 E/ｻ
2020年4月 E/ｼ

ブロンズ新社 2020年3月 E/ｼ

2020年4月
童心社
バージニア リー バートン ラボ教育センター 2018年12月
フレーベル館 2020年2月
ゾーイ パーシコ
彦坂 有紀
学研プラス 2020年4月
光村教育図書 2020年3月
まるやま あやこ

E/ﾄ
E/ﾊﾞ
E/ﾊﾟ
E/ﾋ
E/ﾏ

〈ＡV〉

プラチナムベスト 田原俊彦 ベスト
オールタイム・ベスト－オリジナル－
ユーミンからの、恋のうた。
ダーク・スカイ・アイランド
ニュー・ストーリーズ
ベスト・オブ・イーグルス
親子で歌おう！こどものうたベスト

田原 俊彦
中森 明菜
松任谷 由実
エンヤ
井上 陽介∥ベース
イーグルス

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

ポニーキャニオン
ユニバーサル ミュージック
ユニバーサル ミュージック

2017年7月 CD131/ﾀ
2014年8月 CD131/ﾅ
2018年4月 CD131/ﾏ

CD411/ｴ
2019年1月 CD711/ｲ
ワーナーミュージック・ジャパン
2017年5月 CD511/ｲ
キングレコード 2019年5月 CD312/ｵ
ワーナーミュージック・ジャパン

ポニーキャニオン

2015年11月

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （６/６～６/１２）

2020年6月13日作成

◇中央図書館
〈一般〉

ＩＦＬＡ児童図書館サービスのためのガイドライン ０歳から１８歳 改訂版

国際図書館連盟児童

日本図書館協会 2020年3月

016.2/ｲ

ヤングアダルト図書館分科会∥作成

福井 健策 他∥編
いちばんよくわかる手相 決定版
田口 二州
マンガでわかる チーズはどこへ消えた？
スペンサー ジョンソン
あなたは、大丈夫
瀬戸内 寂聴
徳川の幕末 人材と政局
松浦 玲
憲法９条を正しく知ろう
西 修
３３歳で手取り２２万円の僕が１億円を貯められた理由
井上 はじめ
いつまで続く「女人禁制」 排除と差別の日本社会をたどる
源 淳子∥編著
結愛へ（ゆあへ） 目黒区虐待死事件母の獄中手記
船戸 優里
幸福感に関する生物学的随想
本庶 佑
山野草図鑑 大きくて見やすい！比べてよくわかる！ ８５０種
金田 洋一郎
まるすぎるアザラシ
桑田 知穂∥写真
「発達障害かも？」という人のための「生きづらさ」解消ライフハック 姫野 桂
繊細すぎて生きづらい 私はＨＳＰ漫画家
おがた ちえ
コラボハウス一級建築士事務所
間取りのお手本 間取り良ければすべて良し！
脱原子力 明るい未来のエネルギー
折原 利男∥編著
ドイツ脱原発倫理委員会メンバーミランダ・シュラーズさんと考える
「日本の進むべき道筋」
ふくしま原発作業員日誌 イチエフの真実、９年間の記録
片山 夏子
「作る」と「使う」の２つで変わる動画で稼ぐ仕事術
木村 博史
Ｚｏｏｍ、ＹｏｕＴｕｂｅ時代の新しい働き方
できますか？教えられますか？家庭科の基本
田中 京子 他∥執筆
いまさら聞けない…生活のワザ、満載！
夫婦１年目のお金の教科書
坂下 仁
夫婦生活はお金の相性で決まる！
みんなのお金の使い方、貯め方
やりくり上手のブロガー＆インスタグラマー発
パンチニードルを愉しむ
ジュリー ロベール
ていねいな基礎レッスン＆フレンチテイストのおしゃれな図案２６
パフェの教本 定番から最新まで
富田 佐奈栄
アガワ家の危ない食卓
阿川 佐和子
伝説の家政婦志麻さんがうちに来た！
タサン志麻
ワーママでも簡単！子どもが喜ぶおうちレシピ６１
最強「塩なし」料理理論
松嶋 啓介
食の本場、フランス・ニースでも大活躍のシェフが
日本の食生活に警鐘を鳴らす！
はじめての野菜づくり図鑑１１０種
北条 雅章
固まるハーバリウムで作るインテリア雑貨とアクセサリー
誠文堂新光社∥編
花を閉じこめる新しい手作りのカタチ
オスねこは左利き メスねこは右利き
加藤 由子
猫のヘンなしぐさやナゾの行動の意味がわかる！
まんがで読むはじめての保護猫
猫びより編集部∥編
世界と日本のおいしいチーズ図鑑
トラックドライバーにも言わせて
橋本 愛喜
「無言館」の庭から
窪島 誠一郎
Ｂａｎｋｓｙ’ｓ Ｂｒｉｓｔｏｌ：ＨＯＭＥ ＳＷＥＥＴ ＨＯＭＥ
スティーヴ ライト 他
画家とモデル 宿命の出会い
中野 京子
警察官をクビになった話
ハルオサン
ノースウッズ 生命を与える大地
大竹 英洋
世界の美しい夜空
ババク タフレシ
やきものの教科書 基礎知識から陶芸技法・全国産地情報まで
陶工房編集部∥編

インターネットビジネスの著作権とルール

著作権情報センター

2020年3月 021.2/ﾌ

学研プラス
扶桑社
光文社
筑摩書房
海竜社
新潮社
解放出版社
小学館
祥伝社

2020年4月 148.1/ﾀ
2020年4月 159/ｼﾞ
2020年4月 159/ｾ
2020年4月 210.5/ﾏ
2020年4月 323.1/ﾆ
2020年3月 338.1/ｲ
2020年3月 367.2/ﾐ
2020年2月 368.6/ﾌ
2020年4月 460.4/ﾎ/Y

朝日新聞出版 2020年3月 470.3/ｶ
パイインターナショナル 2020年4月 489.5/ｸ
ディスカヴァー・トゥエンティワン

ぶんか社

2020年4月 493.76/ﾋ
2020年3月 498.39/ｵ

エクスナレッジ 2020年3月 527.1/ｺ
2020年3月 543.5/ｵ
新評論

朝日新聞出版 2020年2月 543.5/ｶ
ＷＡＶＥ出版 2020年3月 547.4/ｷ

学研プラス

2020年4月 590/ﾀ

ダイヤモンド社 2020年3月 591/ｻ

主婦の友社 2020年3月 591/ﾐ
主婦と生活社 2020年3月

594.2/ﾛ/ﾌﾞﾗ

2020年3月 596.65/ﾄ
旭屋出版
2020年3月 596/ｱ
新潮社
世界文化社 2020年3月 596/ｼ/ｵﾚ

主婦の友社 2020年5月 596/ﾏ

新星出版社 2020年4月 626.9/ﾎ
誠文堂新光社 2020年4月 627/ｾ/ﾋﾟﾝナツメ社

2020年5月 645.7/ｶ

日東書院本社 2020年2月 645.7/ﾈ
メディアパル 2020年2月 648.1/ｾ

新潮社

2020年3月 685.6/ﾊ
かもがわ出版 2020年3月 706.9/ｸ

作品社
新潮社

2020年4月 723.3/ﾊﾞ
2020年3月 723/ﾅ

河出書房新社 2020年3月 726/ﾊ
2020年2月 748/ｵ
クレヴィス

玄光社

2020年2月 748/ﾀ

誠文堂新光社 2020年4月 751.1/ﾄ

ゼロから分かる！図解クラシック音楽
ポール・マッカートニー作曲術

宮本 文昭 他∥監修
野口 義修

世界文化社 2020年3月 762.3/ｾﾞ
2020年4月 767.8/ﾏ

ヤマハミュージックエンタテインメン
トホールディングスミュージックメディア部

悪い男
宝塚受験 世界にひとつしかない夢
アニメーションの基礎知識大百科 増補改訂版
アニメ業界就職ガイド
日本の金メダリスト１４２の物語
今すぐはじめたい人のキャンプ完全バイブル
幸せに気づく世界のことば
その犬の名を誰も知らない

蜷川 実花∥写真
川路 真瑳
神村 幸子
Ｎｅｗｔｙｐｅ編集部∥編
別冊宝島編集部∥編

鉄の門
跡継 高家表裏譚
慶事の魔 おれは一万石 １２
動脈爆破 警視庁公安部・片野坂彰
ふしぎ荘で夕食を 思い出のオムライスをもう一度 〔２〕
輪舞曲（ロンド）
赤ちゃんをわが子として育てる方を求む
よその島
よこどり 小説メガバンク人事抗争
焦眉 警視庁強行犯係・樋口顕
山月記
逃亡者
暴虎の牙

マーガレット ミラー
上田 秀人
千野 隆司
濱 嘉之
村谷 由香里
朝井 まかて
石井 光太
井上 荒野
小野 一起
今野 敏
中島 敦
中村 文則
柚月 裕子

メーガン Ｃ ヘイズ
嘉悦 洋

小学館
左右社

2020年2月 772.1/ﾆ
2020年2月 775.4/ｶ

グラフィック社 2020年3月 778.7/ｶ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 778.7/ﾆ/ｱｵ

宝島社
ナツメ社

2020年4月 780.2/ﾍﾞ
2020年4月 786.3/ｲ

801.4/ﾍ
小学館集英社 2020年2月 916/ｶ

フィルムアート社 2020年3月

プロダクション

東京創元社 2020年2月 B933/ﾐ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 BF/ｳｴ
2020年3月 BF/ﾁﾉ/12
双葉社
2020年3月 BF/ﾊﾏ
文藝春秋
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 BF/ﾑﾗ/Y

新潮社
小学館

2020年4月 F/ｱｻ
2020年4月 F/ｲｼ

中央公論新社 2020年3月 F/ｲﾉ
2020年4月 F/ｵﾉ
講談社
2020年4月 F/ｺﾝ
幻冬舎
2020年4月 F/ﾅｶ
2020年4月 F/ﾅｶ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 F/ﾕｽﾞ

リットーミュージック

幻冬舎

〈ティーンズ〉

新本格魔法少女りすか
つきまとう本
うしろを歩く者

西尾 維新
中村 まさみ
中村 まさみ

講談社
金の星社
金の星社

2020年4月 SBF/ﾆｼ
2020年4月 SF/ﾅｶ

小峰書店

2020年4月

2020年4月 SF/ﾅｶ

〈児童〉

調べよう！わたしたちのまちの施設 防災センター ７
日本史しくじり大図鑑 偉人達もしくじりまくり

新宅 直人∥指導
中川 いさみ∥イラスト
ビジュアル入門 江戸時代の文化 京都・大坂で花開いた元禄文化 〔１〕 深光 富士男
ビジュアル入門 江戸時代の文化 江戸で花開いた化政文化 〔２〕 深光 富士男
４７都道府県日本ふるさと絶景ビュー図鑑 ３
伊藤 賀一∥監修
中国・四国・九州の絶景ビュー
調べよう！わたしたちのまちの施設 市役所 １
新宅 直人∥指導
調べよう！わたしたちのまちの施設 図書館 ２
新宅 直人∥指導
調べよう！わたしたちのまちの施設 清掃工場とリサイクル ３
新宅 直人∥指導
調べよう！わたしたちのまちの施設 浄水場・下水処理場 ４
新宅 直人∥指導
調べよう！わたしたちのまちの施設 消防署 ５
新宅 直人∥指導
調べよう！わたしたちのまちの施設 警察署 ６
新宅 直人∥指導
ポルターガイスト
船木 妙子
名探偵ポアロ メソポタミヤの殺人
アガサ クリスティー
とうさんのてじな
いぬんこ
うさぎになったゆめがみたいの
おくはら ゆめ
のりものなぞなぞ
こわせ もりやす
やたいのおやつ
ふじもと のりこ
おばけのジョージー とびだしたけいとだま
ロバート ブライト

31 /ｼ /ｼｮｸｷﾞｮｳ

21/ﾆ
河出書房新社 2020年4月 21/ﾌ
河出書房新社 2020年4月 21/ﾌ
2020年4月 29/ﾖ
教育画劇

ホビージャパン 2020年4月

小峰書店
小峰書店
小峰書店
小峰書店
小峰書店
小峰書店
金の星社
早川書房
鈴木出版
ＢＬ出版
講談社
鈴木出版
好学社

2020年4月

31/ｼ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

2020年4月

31/ｼ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

2020年4月

31/ｼ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

2020年4月

31/ｼ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

2020年4月

31/ｼ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

2020年4月

31/ｼ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

2020年3月 91/ﾌ/ｺﾜｲ
2020年4月 93/ｸ
2020年4月 E/ｲ
2020年4月 E/ｵ
2020年4月 E/ｺ
2020年4月 E/ﾌ
2020年4月 E/ﾌﾞ

〈ＡV〉

ＮＨＫおかあさんといっしょ 最新ベスト ミライクルクル
エッセンシャル
1
ジャイアント・ステップス
～６０ｔｈ アニヴァーサリー・デラックス・エディション
ビヨンド・ザ・ミラージ
ラフマニノフ自作自演～ピアノ協奏曲全集

ゆういちろう ほか∥うた
マイケル・ジャクソン∥唄
ザ・ビートルズ∥唄

ポニーキャニオン 2019年10月
Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｄｉｒｅｃｔ（Ｊａｐａｎ）
ユニバーサルミュージック合同会社

ジョン・コルトレーン∥テナーサックス

ワーナーミュージック・ジャパン

日野 皓正∥トランペット

スペースシャワーネットワーク

セルゲイ・ラフマニノフ∥作曲・ピアノ

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｊａｐａｎ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃ.

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

CD314/ｴ

2005年8月 CD511/ｼﾞ
2015年11月 CD511/ﾋﾞ
2020年5月 CD711/ｺ
2019年12月
2009年12月

CD711/ﾋ
CD813/ﾗ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （６/１３～６/１９）

2020年6月20日作成

◇中央図書館
〈一般〉

ネットとＳＮＳを安全に使いこなす方法
Ｗｏｒｄで困ったときの解決＆便利技
プロが教える新常識 パソコンの超残念な使い方
人生の１冊の絵本

報道圧力 官邸 ＶＳ 望月衣塑子
孤独を生き抜く哲学
しんどい心にさようなら 生きやすくなる５５の考え方
老いの器量
めざせ、命日が定年 終わり笑えばすべてよし
図解 伊勢神宮
鳥瞰ＣＧ・イラストでよくわかる日本の古寺
歴史を知って訪れたい名刹７４
宿無し弘文 スティーブ・ジョブズの禅僧
中世考古〈やきもの〉ガイドブック 中世やきものの世界
独裁者ヒトラーの時代を生きる
演説に魅入られた人びとと「つまずき石」
清水幾太郎 経験、この人間的なるもの
松江・出雲 石見銀山 ’２１
謎解き日本列島 全国各地の地理・歴史文化のナゾに迫る！
官邸コロナ敗戦 親中政治家が国を滅ぼす
街場の日韓論
要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑
ＡＩ世界秩序 米中が支配する「雇用なき未来」
知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑
みんなある！相談しづらい受診しづらい体のお悩み！
血糖値がみるみる下がる！７秒スクワット
ＡＤＨＤの正体 その診断は正しいのか
歩くだけでウイルス感染に勝てる！
マンガでわかる！子どものアトピー性皮膚炎のケア
下肢静脈瘤 血管の名医が教える最高の治し方
やってはいけないがん治療
医者は絶対書けないがん医療の真実
医療費のしくみ
イラスト図解 診療報酬と患者負担がわかる ２０２０－２０２１年度版
《まんがでわかる》最高の体調
１００の科学的メソッドと４０の体験的スキルから編み出した
ダメ人間だと思ったらＨＳＰでした！
追いつめられる海
ゼロからはじめる力 空想を現実化する僕らの方法
告発・原子力規制委員会 被ばくの実験台にされる子どもたち
５Ｇ 次世代移動通信規格の可能性
お肴春秋
メルカリ＋メルペイで月５万円無理なく稼ぐ本
もっとお得にきっぷを買うアドバイス５０
１冊合計３０万円以上の、お得になる知恵の数々
人生がそんなにも美しいのなら 荻原浩漫画作品集
鬼滅の刃をもっと楽しむための大正時代便覧
生誕２５０年徹底解剖！ベートーヴェン３２のピアノ・ソナタ
ピアノ音楽の金字塔と名ピアニストたち
「井上ひさし」を読む 人生を肯定するまなざし
百田尚樹をぜんぶ読む
絵の内と外 谷川俊太郎の世界を描く

ルーイ ストウェル

ＡＹＵＲＡ
吉岡 豊
柳田 邦男
臺 宏士
小川 仁志
きい
下重 暁子
弘兼 憲史
神宮司庁∥編著
渋谷 申博∥文

東京書籍
技術評論社
青春出版社
岩波書店

2020年4月
2020年5月
2020年4月
2020年2月
2020年5月
緑風出版
河出書房新社 2020年4月
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月
2020年4月
海竜社
2020年4月
幻冬舎

007.3/ｽ
007.6/ｱ
007.6/ﾖ
019.5/ﾔ
070.1/ﾀﾞ
141.6/ｵ
146.8/ｷ
159.7/ｼ

159.7/ﾋ

小学館
学研プラス

2020年5月 175.8/ｼﾞ

柳田 由紀子
浅野 晴樹
大島 隆之

集英社
新泉社
集英社

2020年4月 188.8/ｵ

庄司 武史

ミネルヴァ書房 2020年4月 289.1/ｼ

宇田川 勝司
乾 正人
内田 樹∥編
Ｆ太（他）
李 開復
長澤 淳一（他）
満身創痍研究会∥編
宇佐見 啓治
岡田 尊司
長尾 和宏
堀向 健太∥文
広川 雅之
岩澤 倫彦

2020年4月 185.9/ｼ

2020年4月 210.4/ｱ
2020年4月 234/ｵ

昭文社
ベレ出版
ビジネス社
晶文社

2020年5月 291.7/ﾏ/21

サンクチュアリ出版

2020年4月

日本経済新聞出版

2020年4月 366/ﾘ

創元社
辰巳出版
文響社
新潮社
山と溪谷社
内外出版社
マキノ出版
世界文化社

2020年4月 470.3/ﾅ

2020年4月 291/ｳ
2020年5月 312.1/ｲ
2020年4月 319.1/ｳ
336/ｴ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

2020年4月 492/ﾏ
2020年4月

493.12/ｳ/ｷﾝﾄﾚ

2020年4月 493.73/ｵ
2020年4月

493.87/ﾅ/ﾒﾝｴｷ

2020年4月 493.94/ﾎ
2020年5月 494.28/ﾋ
2020年4月 494.5/ｲ

木村 憲洋（他）

日本実業出版社 2020年4月 498.13/ｷ/20

鈴木 祐

クロスメディア・パブリッシング

2020年4月

産業編集センター

2020年4月 498.39/ｿ

岩波書店

2020年4月 519.4/ｲ

染井
井田
堀江
松田
森川
辰巳
川崎
蜂谷

アキ
徹治
貴文
文夫
博之
芳子
さちえ
あす美

ＳＢクリエイティブ 2020年4月

緑風出版
岩波書店
岩波書店
インプレス
山と溪谷社

498.3/ｽ/ｹﾝｺｳﾎｳ

538.9/ﾎ

2020年5月 539/ﾏ
2020年4月 547.5/ﾓ
2020年4月 596/ﾀ
2020年4月 673.3/ｶ
2020年4月 686.5/ﾊ

荻原 浩
大正はいから同人会
音楽の友∥編

2020年4月 726/ｵ
集英社
2020年4月 726.1/ﾀ
辰巳出版
音楽之友社 2020年5月 763.2/ﾍﾞ

今村 忠純（他）
杉田 俊介(他)
谷川 俊太郎∥詩

集英社
集英社
講談社

2020年3月 910.2/ｲ
2020年4月 910.2/ﾋ
2020年4月 911.5/ﾀ/ｸﾛ

道行きや Hey you bastards!I'm still here!
井上ひさし発掘エッセイ・セレクション 社会とことば
私の考え
心にいつも猫をかかえて
２０２０年・米朝核戦争
金の色彩 日雇い浪人生活録 ９
持続可能な魂の利用
スカーレット下 連続テレビ小説
カケラ

伊藤 比呂美
井上 ひさし
三浦 瑠麗
村山 早紀
ジェフリー ルイス
上田 秀人
松田 青子
水橋 文美江∥作
湊 かなえ

新潮社
岩波書店
新潮社

2020年4月 914.6/ｲ
2020年4月 914.6/ｲ
2020年4月 914.6/ﾐ

エクスナレッジ 2020年4月 914.6/ﾑ

文藝春秋

2020年5月 B933/ﾙ

角川春樹事務所 2020年5月

BF/ｳｴ/9

中央公論新社 2020年5月 F/ﾏﾂ

ブックマン社 2020年4月 F/ﾐｽﾞ
2020年5月 F/ﾐﾅ
集英社

〈児童〉

なんでも魔女商会 コットンのティータイム
ぼくと母さんのキャラバン
まちがいなく名探偵
ゆりの木荘の子どもたち
絶体絶命ゲーム 7 スリル満点の入学式！
うりこひめとあまんじゃく
しゅっぱーつ
あかちゃんとわらべうたであそびましょ！
ひとはなくもの

あんびる やすこ
柏葉 幸子
杉山 亮
富安 陽子
藤 ダリオ
赤羽 末吉
エムナマエ
さいとう しのぶ
やべ みつのり

岩崎書店
講談社
偕成社
講談社

2020年4月 91/ｱ
2020年4月 91/ｶ
2020年5月 91/ｽ
2020年4月 91/ﾄ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年4月 91/ﾌ/7

ＢＬ出版

2020年5月 E/ｱ

新日本出版社 2020年4月 E/ｴ

のら書店
こぐま社

2020年4月 E/ｻ
2020年5月 E/ﾔ

〈ＡV〉

ディラン・ザ・ベスト
ベートーヴェン ベスト・オブ・ベスト

ボブ・ディラン
ベートーヴェン∥作曲

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ 2020年1月 CD511/ﾃﾞ
2019年10月 CD819/ﾍﾞ

ユニバーサル ミュージック

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （６/２０～６/２６）

2020年6月27日作成

◇中央図書館
〈一般〉

皇国史観

片山 杜秀

文藝春秋

ルポ つながりの経済を創る スペイン発「もうひとつの世界」への道

工藤 律子

岩波書店

2020年4月 155/ｶ
2020年4月 309/ｸ

デジタル・デモクラシーがやってくる！
ＡＩが私たちの社会を変えるんだったら、
政治もそのままってわけにはいかないんじゃない？
強権に「いいね！」を押す若者たち
内閣官房長官
山本太郎から見える日本
Ｗｈｏ ｉｓ Ｔａｒｏ Ｙａｍａｍｏｔｏ？
反日種族主義と日本人
「深層」 カルロス・ゴーンとの対話
起訴されれば９９％超が有罪になる国で
検察官になるには
図解わかる年金
国民年金・厚生年金 ・企業年金・個人年金 ２０２０－２０２１年版
これ一冊でぜんぶわかる！労働基準法 ２０２０～２０２１年版
チャート労働基準法 改訂１１版
ひきこもりのライフプラン 「親亡き後」をどうするか 新版
子どもが学校に行きたくないと言ったら読む本
検定不合格 新しい歴史教科書 市販本 中学社会
面接担当者の質問の意図 内定獲得のメソッド 〔２０２２〕
今日から使えるワークショップのアイデア帳
会社でも学校でもアレンジ自在な３０パターン
もう悩まない！自己肯定の幸せ子育て
江戸の仕事図鑑 食と住まいの仕事 上巻
江戸の仕事図鑑 遊びと装いの仕事 下巻
１３８億年の大宇宙 宇宙の天体と歴史がすべてがわかる！
改訂第２版
９０分でブラックホールがわかる本
見つけて検索！日本のカエルフィールドガイド
ツキノワグマのすべて 森と生きる。

谷口 将紀 他

中央公論新社 2020年3月 311.1/ﾀ

玉川 透∥編著
大下 英治

青灯社
インプレス
日販アイ・ピー・エス

2020年4月 311.7/ﾀ
2020年4月 312.1/ｵ
2020年5月 315.1/ﾔ

久保田 るり子
郷原 信郎

文藝春秋
小学館

2020年4月 319.2/ｸ
2020年4月 326.2/ｺﾞ

飯島 一孝
中尾 幸村 他

ぺりかん社 2020年5月
新星出版社 2020年5月

327.1/ｲ/ｱｵ

今井 慎 他∥監修
労働調査会出版局∥編
斎藤 環 他
菅野 純∥監修

ナツメ社
労働調査会
岩波書店
主婦の友社
自由社
マイナビ出版
翔泳社

366.1/ｺ/ﾐｽﾞ

才木 弓加
ワークショップ探検部
大日向 雅美
飯田 泰子
飯田 泰子

2020年5月
2020年3月

366.1/ﾛ/ﾐｽﾞ

2020年4月 367.6/ｻ
2020年5月 371.4/ｺ
2020年4月 375.9/ｹ
2020年4月 377.9/ｻ/ｱｶ
2020年4月 379.6/ﾜ

河出書房新社 2020年4月 379.9/ｵ
芙蓉書房出版 2020年1月 384.3/ｲ
芙蓉書房出版 2020年4月 384.3/ｲ
ニュートンプレス 2020年5月

福江 純
カエル探偵団∥編
小池 伸介
感染症大全 病理医だけが知っているウイルス・細菌・寄生虫のはなし 堤 寛
ビジュアル パンデミック・マップ
サンドラ ヘンペル
伝染病の起源・拡大・根絶の歴史
子どものうつがわかる本
下山 晴彦∥監修

364.6/ﾅ/20

大和書房

440/ﾋ

2020年5月 443.5/ﾌ/Y

文一総合出版 2020年4月 487.8/ｶ
文一総合出版 2020年4月 489.5/ｺ

飛鳥新社
日経ＢＰマーケティング

2020年4月 493.8/ﾂ
2020年3月 493.8/ﾍ

主婦の友社 2020年5月 493.93/ｺ

早く気づいてしっかり治す 発達障害やいじめが原因になることも…！

最新 医療費の仕組みと基本がよ～くわかる本
複雑な医療費の仕組みをやさしく解説！
「がん」も「うつ」も体温が低い 低体温と病気の思いもよらない関係
新型コロナウイルスが世界を滅ぼす
非常事態で問われる国家のあり方
いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、

伊藤 哲雄 他∥編著
川嶋 朗
古森 義久

秀和システム 2020年5月 498.13/ｲ
河出書房新社 2020年4月

ビジネス社

ケリー ウィーナースミス 他 化学同人

498.3/ｶ/ｹﾝｺｳﾎｳ

2020年5月 498.6/ｺ
2020年4月 504/ｳ

３Ｄプリンターで臓器が作れるんだい！？気になる最先端テクノロジー１０のゆくえ

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！インターネット＆メール超入門 門脇 香奈子

改訂２版
おうちでしあわせ 日本全国まるごとおとりよせ便
一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください！
少量でおいしいジッパー袋でかんたん季節の保存食
フランス式おいしい調理科学の雑学 料理にまつわる７００の楽しい質問

神木探偵 神宿る木の秘密

技術評論社 2020年5月 547.4/ｶ/P

たかはし みき
集英社
日経ＢＰマーケティング
井戸 美枝
榎本 美沙
家の光協会
パイインターナショナル
アルテュール ル ケンヌ
本田 不二雄
駒草出版株式会社

2020年4月 588/ﾀ
2020年4月 591/ｲ
2020年4月 596/ｴ/ｵﾚ
2020年4月 596.2/ﾙ
2020年4月 653.2/ﾎ

ダンク出版事業部

コンビニ断ち 脱スマホ 便利さはほどほどで
漂流郵便局－お母さんへ－
届け先のわからない手紙、預かります

黒沢 大陸
久保田 沙耶

コモンズ
小学館

2020年4月 673.8/ｸ
2020年4月 693/ｸ

図説 モネ「睡蓮」の世界
『鬼滅の刃』流強い自分のつくり方
エドワード・ゴーリーの世界
楽しい箱と入れ物の折り紙
かわいくて便利に使える３０作品
愛の手紙 作曲家・古関裕而と妻・金子の物語
うたってたのしい！ＮＨＫこどものうた 簡易伴奏ピアノ・ソロ
キネマの玉手箱
パラリンピックと日本 知られざる６０年史
宮沢賢治論
十万光年の詩（うた）
空のあらゆる鳥を
歌え、葬られぬ者たちよ、歌え
レイシズム
ベートーヴェン
向田邦子ベスト・エッセイ
鳥の歌いまは絶え
おこん春暦 新・居眠り磐音
出会い系サイトで７０人と実際に会って
その人に合いそうな本をすすめまくった１年間のこと
日本沈没２０２０
湯けむり食事処ヒソップ亭
シングルファーザーの年下彼氏の子ども２人と
格闘しまくって考えた「家族とは何なのか問題」のこと

安井
井島
濱中
永田

裕雄
由佳
利信∥編
紀子

マガジンハウス∥編

創元社
アスコム

2020年4月 723.3/ﾓ
2020年4月 726.1/ｲ

河出書房新社 2020年4月 726.5/ｺﾞ
日貿出版社 2020年4月 754.9/ﾅ/ｵﾘｶﾞﾐ

762.1/ｺ
767.7/ｳ
2020年4月 778.2/ｵ
2020年4月 780.6/ﾀ
2020年5月 910.2/ﾐ

マガジンハウス 2020年4月
ケイ・エム・ピー 2020年4月

大林
田中
中村
和合

宣彦
圭太郎
稔
亮一∥詩

チャーリー ジェーン アンダーズ

ジェスミン ウォード
ルース ベネディクト
吉田 秀和
向田 邦子
ケイト ウィルヘルム
佐伯 泰英
花田 菜々子

ユニコ舎
集英社
青土社
佼成出版社
東京創元社
作品社
講談社

2020年3月 911.5/ﾜ/ｸﾛ
2020年5月 933.7/ｱ
2020年3月 933.7/ｳ
2020年4月 B 316/ﾍﾞ

河出書房新社 2020年4月 B762/ﾍﾞ
2020年3月 B914/ﾑ
筑摩書房

東京創元社 2020年4月 B933/ｳ
2020年4月 BF/ｻｴ
文藝春秋
河出書房新社 2020年2月 BF/ﾊﾅ

2020年5月 BF/ﾖｼ
吉高 寿男∥ノベライズ 文藝春秋
2020年5月 F/ｱｷ
秋川 滝美
講談社
河出書房新社 2020年3月 F/ﾊﾅ
花田 菜々子

〈児童〉

アホウドリからオキノタユウへ
ミス・マープルの名推理パディントン発４時５０分
父さんが帰らない町で
ひとりだちするきたきつねのこども
もりのかばんやさん

長谷川 博
アガサ クリスティー
キース グレイ
手島 圭三郎
ふくざわ ゆみこ

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

新日本出版社 2020年4月 48/ﾊ
2020年4月 93/ｸ
早川書房
2020年4月 93/ｸﾞ
徳間書店
絵本塾出版 2020年4月 E/ﾃ
学研プラス 2020年5月 E/ﾌ

