●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （９/２５～１０/１）

2021年10月2日作成

◇中央図書館
〈一般〉

ネット・ＳＮＳの危険から子どもを守れ！
教師・親のための早わかりｂｏｏｋ
教養として知っておきたい博物館の世界
学び直しに活かせる新しい鑑賞術と厳選２０館

原 早苗 他∥編著

ぎょうせい

栗原 祐司

誠文堂新光社 2021年7月 069/ｸ

ＨＳＰとひきこもり 「自分を生きる」ためのひきこもり＝「ソロ活」のすすめ

高田
鎌田
阿川
勝間

廣済堂出版
青春出版社
文藝春秋
宝島社

ミッドライフ・クライシス ８０％の人が襲われる“しんどい”の正体
アガワ流生きるピント
勝間式ロジカル不老長寿 健康もマネーも人生１００年シフト！
御朱印でめぐる全国の聖地
週末開運さんぽ 集めるごとに運気アップ！
真相解明「本能寺の変」 光秀は「そこに」いなかったという事実
世界でいちばん幸せな男
１０１歳、アウシュヴィッツ生存者が語る美しい人生の見つけ方
奇跡の地図を作った男 カナダの測量探検家デイヴィッド・トンプソン
萩・津和野 下関・門司 第３版
るるぶ松江 出雲 石見銀山 足立美術館 ’２２
るるぶ温泉＆宿 九州 〔２０２１〕
この国のかたちを見つめ直す
未来は予測するものではなく創造するものである
考える自由を取り戻すための〈ＳＦ思考〉
自壊する官邸 「一強」の落とし穴
人権教育・啓発白書 令和３年版
ラストエンペラー 習近平
米中対立 アメリカの戦略転換と分断される世界
佐藤優の裏読み！国際関係論
あなたにもある無意識の偏見 アンコンシャスバイアス
同一労働同一賃金裁判例３６
コード・ガールズ 日独の暗号を解き明かした女性たち
数学ガールの物理ノート ニュートン力学
世界自然遺産やんばる 希少生物の宝庫・沖縄島北部
コケ見っけ！日本全国もふもふコケめぐり

虫のぬけがら図鑑 脱皮と成長から見る昆虫の世界
くらべてわかるカエル 識別ポイントで見分ける
１０代のためのもしかして摂食障害？と思った時に読む本
新型コロナワクチン 副作用が出る人、出ない人
「新型コロナワクチン」とウイルス変異株
フライトナースの秘密 ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事
脱原発・脱炭素社会の構想 原水禁エネルギー・シナリオ
おとな世代の暮らし替え 今もだいじ、老後もだいじ。
日本の住宅１００年
語り継ぎたい、わたしの「家」の話 別冊太陽スペシャル
国鉄旅客列車の記録 客車列車編
人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門
買わない暮らし。
片づけ、節約、ムダづかい……シンプルに解決する方法
攻めの節約 「金持ち脳」になって自由な人生を手に入れる
ほんとうにおいしい生地でつくるドーナツレシピ７７ 新装版
スーツの選んだ鉄道百景 神と呼ばれた鉄道ＹｏｕＴｕｂｅｒ
全日本鉄道バス旅行地図帳 最新 ２０２１年版
最盛期の国鉄旅 １９７３－１９８７ 鉄道で巡った全国津々浦々
駅スタンプの世界 押せば押すほど“どつぼ”にはまる
日本の路線図
いまこそ使いたい時刻表活用術

明和
實
佐和子
和代

2021年7月 007.3/ﾊ

2021年8月 141.9/ﾀ
2021年7月 159.7/ｶ
2021年7月 159/ｱ
2021年7月 159/ｶ

地球の歩き方 2021年7月 186.9/ｺﾞ

菅野 俊輔
エディ ジェイク
下山 晃

青春出版社 2021年7月 210.4/ｶ
河出書房新社 2021年7月 289.3/ｼﾞ

大修館書店 2021年8月 289.3/ﾄ
2021年7月 291.7/ﾊ

ＴＡＣ株式会社出版事業部

ＪＴＢパブリッシング

2021年8月 291.7/ﾙ/22

ＪＴＢパブリッシング

2021年7月 291.9/ﾙ/21

加藤 陽子
樋口 恭介

毎日新聞出版 2021年7月 304/ｶ
2021年7月 304/ﾋ
筑摩書房

朝日新聞取材班
法務省∥編
エドワード ルトワック
佐橋 亮
佐藤 優
北村 英哉
君嶋 護男
ライザ マンディ
結城 浩
湊 和雄 他
藤井 久子
安田 守
松橋 利光
おちゃずけ
近藤 誠
五條堀 孝
菱沼 秀一

朝日新聞出版 2021年7月 312.1/ｱ
2021年6月 316.1/ﾎ/21
勝美印刷

原水爆禁止日本国民会議∥編著

岸本 葉子

文藝春秋

2021年7月 319.2/ﾙ

中央公論新社 2021年7月 319.5/ｻ
毎日新聞出版 2021年7月 319/ｻ
河出書房新社 2021年7月 361.4/ｷ
労働調査会 2021年7月 366.4/ｷ

みすず書房 2021年7月 391.2/ﾏ
2021年7月 410.4/ﾕ
朝日新聞出版 2021年7月 462.1/ﾐ
家の光協会 2021年7月 475/ﾌ
2021年7月 486/ﾔ
ベレ出版
山と溪谷社 2021年8月 487.8/ﾏ
2021年7月 493.74/ｵ
合同出版
2021年7月 493.87/ｺ
小学館
2021年7月 493.87/ｺﾞ
春秋社
2021年7月 498.14/ﾋ
彩流社
2021年8月 501.6/ｹﾞ
緑風出版
2021年4月 527/ｷ
海竜社
2021年7月 527/ﾆ
平凡社

ＳＢクリエイティブ

諸河 久 他
小泉 宏之
筆子

ォト・パブリッシング

生方 正
佐藤 ひろ子
スーツ

ＷＡＶＥ出版 2021年7月 591/ｳ

インプレス
大和出版

木村 嘉男

2021年6月 590.4/ﾌ

アップルミンツ 2021年8月 596.65/ｻ

マキノ出版
小学館クリエイティブ

谷川 一巳
坪内 政美

2021年9月 536/ﾓ
2021年7月 538.9/ｺ

イカロス出版
天夢人
三才ブックス
天夢人

2021年8月 686.2/ｽ
2021年3月 686.2/ｾﾞ/21
2021年7月 686.2/ﾀ
2021年3月 686.2/ﾂ
2020年4月 686.2/ﾆ
2021年7月 686.5/ｷ

実家が放してくれません
音楽が変わる！魔法の言葉がけ
やる気を引き出す音楽ペップトークガイド
詩集『抒情小曲集』より
九十八歳。戦いやまず日は暮れず
老いの道楽
渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田壽賀子のことば
評決の代償
プロジェクト・ファザーフッド アメリカで最も凶悪な街で「父」になること
ときめく鉱物図鑑
隠密船頭 ７ 追慕
でえれえ、やっちもねえ
東京バンドワゴン零 隠れの子
兵諫（へいかん）
兇人邸の殺人（きょうじんていのさつじん）
結 妹背山婦女庭訓波模様
東京湾臨海署安積班 暮鐘
まぜるな危険
巨鳥の影

能面検事の奮迅
しゃばけ ２０ もういちど
ワラグル
二人の噓
あなたにオススメの
陰陽師 水龍ノ巻

まき りえこ
岩﨑 由純

2021年7月 726/ﾏ
集英社
音楽之友社 2021年8月 760.7/ｲ

室生 犀星
佐藤 愛子
曾野 綾子
橋田 壽賀子
グレアム ムーア
ジョルジャ リープ
宮脇 律郎∥監修
稲葉 稔
岩井 志麻子
小路 幸也
浅田 次郎
今村 昌弘
大島 真寿美
今野 敏
高野 史緒
長岡 弘樹
中山 七里
畠中 恵
浜口 倫太郎
一雫ライオン
本谷 有希子
夢枕 獏

立東舎
小学館

2021年7月 911.5/ﾑ/ｸﾛ

大和書房
早川書房
晶文社
山と溪谷社
光文社

2021年7月 914.6/ﾊ
2021年7月 933.7/ﾑ

2021年8月 914.6/ｻ
河出書房新社 2017年7月 914.6/ｿ

2021年7月 936/ﾘ
2021年8月 B459/ﾄ
2021年7月 BF/ｲﾅ/7

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 BF/ｲﾜ

集英社
講談社
東京創元社
文藝春秋

2021年7月 BF/ｼﾖ
2021年7月 F/ｱｻ
2021年7月 F/ｲﾏ/3
2021年8月 F/ｵｵ/2

角川春樹事務所 2021年8月

早川書房
徳間書店
光文社
新潮社
小学館
幻冬舎
講談社
文藝春秋

F/ｺﾝ

2021年7月 F/ﾀｶ
2021年7月 F/ﾅｶﾞ
2021年7月 F/ﾅｶ/2
2021年7月 F/ﾊﾀ
2021年7月 F/ﾊﾏ
2021年6月 F/ﾋﾄ
2021年6月 F/ﾓﾄ
2021年8月 F/ﾕﾒ

〈児童〉

ひらめき！プログラミングワールド ｅｍｂｏｔで世界をすくえ！！
超わかる入門マンガ
ドラえもん探究ワールド 知ってる？名前のひみつ
ジェンナー
おうちでできるオモシロ実験！
あべ弘士のシートン動物記 ２ ギザ耳ラグ
あべ弘士のシートン動物記 ３ 灰色グマのワーブ
虫っておもしろい！ 〔１〕 どうなるの？虫がいなくなったら
虫っておもしろい！ 〔２〕 ここがすごいぞ！虫のびっくり力
虫っておもしろい！ 〔３〕 みてみて！日本のへんてこな虫
虫っておもしろい！ 〔４〕 おどろき！世界のへんてこな虫
虫っておもしろい！ 〔５〕 どこにいるかな？虫のかくれんぼ
虫っておもしろい！ 〔６〕 さがしてみよう！虫のかくれんぼ
東京の電車の顔図鑑
はじめてのおさいほうＢＯＯＫ 手ぬい編
カラフル手ぬぐいやハンカチを使ってチクチク！
ゆれるシッポ、ふんじゃった！ 子犬のきららと捨て犬・未来
たとえ悪者になっても ある犬の訓練士のはなし
どっちでもいい子
かずさんの手
パパはカッパか！？
都会のトム＆ソーヤ １８ 未来からの挑戦
ちいさなおばけ えがおがでてくるしかけえほん
しあわせをさがしているきみに
くろねこのほんやさん
ポッポーきかんしゃ よるさんぽ
学校図書館 ここはいつでもぼくの場所
おおきなかべがあったとさ
うちゅうじんだぞ おとうとうさぎ！
ど～こだ？
としょかんはどこへ？
ニューヨークのとしょかんにいる２とうのライオンのおはなし
れっしゃ しかけえほん

狩野 さやか 他

小学館

藤子 Ｆ 不二雄∥まんが 小学館

岡田
市岡
Ｅ Ｔ
Ｅ Ｔ
養老
養老
養老
養老
養老
養老
江口
高橋

晴恵∥監修
元気
シートン
シートン
孟司
孟司
孟司
孟司
孟司
孟司
明男
恵美子

今西 乃子
佐藤 真澄
かさい まり
佐和 みずえ
中山 聖子
はやみね かおる
新井 洋行
エヴァ イーランド
シンディ ウーメ
とよた かずひこ
埜納 タオ
広瀬 克也
ヨンナ ビョルンシェーナ
ヒド ファン ヘネヒテン
スティーヴィ ルイス
わらべ きみか

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

ポプラ社
講談社
学研プラス
学研プラス

2021年7月 00/ｶ
2021年7月 03/ﾌ
2021年8月 28/ｼﾞ
2021年7月 40/ｲ
2020年12月

48/ｼ/2

2021年7月 48/ｼ/3
新日本出版社 2021年3月 48/ﾖ/1
新日本出版社 2021年2月 48/ﾖ/2
新日本出版社 2021年1月 48/ﾖ/3
新日本出版社 2020年12月 48/ﾖ/4
新日本出版社 2020年11月 48/ﾖ/5
新日本出版社 2020年11月 48/ﾖ/6
2021年7月 54/ｴ
天夢人
日東書院本社 2021年7月 59/ﾀ

岩崎書店
静山社
岩崎書店
小峰書店
文研出版
講談社
岩崎書店
ほるぷ出版
小学館
アリス館

2021年7月 64/ｲ
2021年7月 64/ｻ
2021年7月 91/ｶ
2021年7月 91/ｻ
2021年7月 91/ﾅ
2021年7月 91/ﾊ/18
2021年7月 E/ｱ
2021年7月 E/ｲ
2021年7月 E/ｼ
2021年6月 E/ﾄ

少年写真新聞社 2021年7月

E/ﾉ

文溪堂

2021年7月 E/ﾋ
クレヨンハウス 2021年8月 E/ﾋﾞ
パイインターナショナル
イマジネイション・プラス

小学館

2021年7月 E/ﾍ
2021年7月 E/ﾙ
2021年9月 E/ﾜ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （１０/２～１０/８）

2021年10月9日作成

◇中央図書館
〈一般〉

ネコは言っている、ここで死ぬ定めではないと
異界神社 ニッポンの奥宮
教皇フランシスコ コロナの世界を生きる
フランス革命の女たち 激動の時代を生きた１１人の物語 新版
ネルソン・マンデラ 分断を超える現実主義者
世界は広島をどう理解しているか 原爆七五年の五五か国・地域の報道

知らないと損するうっかり相続のワナ
「うっかり」を「ちゃっかり」に変える相続の新常識！
ＴＥＣＨＮＯＫＩＮＧ イーロン・マスク 奇跡を呼び込む光速経営
失敗しないＤＸ企画４８のネタ！
ダーウィンから学ぶ、ビジネスモデル進化論
６０分でわかる！ＥＳＧ超入門
おひとりさまの終活 お困りごとは死後事務委任で解決
自分らしい最期を叶える本
潜入・ゴミ屋敷 孤立社会が生む新しい病
貧困パンデミック 寝ている『公助』を叩き起こす
障害のある子が受けられる支援のすべて 一生涯にわたる安心を！
７０歳からのゆる～い筋トレ＆ストレッチ 気持ちいいから続けられる
賢い子はスマホで何をしているのか
ＧＩＧＡスクール構想で変える！ １人１台端末時代の授業づくり
ＧＩＧＡスクール構想で変える！ １人１台端末時代の授業づくり ２
校則を考える 歴史・現状・国際比較

春日 武彦 他
本田 不二雄
教皇フランシスコ
池田 理代子
堀内 隆行
井上 泰浩∥編著
相良 信一郎

イースト・プレス 2021年7月

114.2/ｶ

2021年8月 175.9/ﾎ
ＰＨＰ研究所 2021年8月 198.2/ﾌ
2021年7月 283.5/ｲ
新潮社

駒草出版株式会社ダンク出版事業部

岩波書店

2021年7月 289.3/ﾏ
中央公論新社 2021年7月 319.8/ｲ

ビジネス社

2021年7月 324.7/ｻ

竹内 一正
三浦 一大

朝日新聞出版 2021年7月

335.1/ﾀ/ｹｲｴｲ

プレジデント社 2021年7月

336.1/ﾐ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

バウンド
神田 紀久男

技術評論社 2021年7月 338.1/ﾊﾞ
2021年7月 367.7/ｶ
現代書林

笹井 恵里子
稲葉 剛
和枝福祉会∥監修
山口 晃二
石戸 奈々子
樋口 万太郎
樋口 万太郎 他
大津 尚志
モンテッソーリおりがみ ３ ４ ５ ６才 切る・折る・貼るで才能が育つ！ 藤崎 達宏∥監修
志麻さんの魔法のソースレシピ
志麻
生のまま！野菜＆フルーツ最新冷凍術
島本 美由紀
パート・ド・ヴェール
由水 直樹

中央公論新社 2021年7月 367.7/ｻ
2021年7月 368.2/ｲ
明石書店
2021年8月 369.2/ｼ
ナツメ社
家の光協会 2021年7月 369.2/ﾔ/ｷﾝﾄﾚ
2021年7月 375.1/ｲ

日経ＢＰ日本経済新聞出版本部

明治図書出版 2021年2月 375.1/ﾋ/1
明治図書出版 2021年7月 375.1/ﾋ/2
2021年7月 375.2/ｵ
晃洋書房
主婦の友社 2021年7月 379.9/ﾓ
マガジンハウス 2021年6月 596/ｼ/ｵﾚ

秀和システム 2021年7月 596.37/ｼ
誠文堂新光社 2021年7月 751.5/ﾖ

型に詰めたガラスパウダーを電気炉で熔かして作るインテリア・器・アクセサリー

蹴日本紀行 ４７都道府県フットボールのある風景
宇都宮 徹壱
１００万円分使ってわかったほんとうに買ってよかったキャンプ道具 タナ
資料と課題文を攻略して合格答案を書くための小論文のオキテＰＲＯ 鈴木 鋭智
もう一度読みたい日本の古典文学
三宅 晶子∥編
うそをつく子 助けを求められなかった少女の物語
トリイ ヘイデン
青春ドラマ夢伝説 「俺たちシリーズ」などとＴＶドラマの黄金時代
岡田 晋吉
日本レスリングの物語 増補版
柳澤 健
ヨルガオ殺人事件 上 カササギ殺人事件
アンソニー ホロヴィッツ
ヨルガオ殺人事件 下 カササギ殺人事件
アンソニー ホロヴィッツ
コンビニなしでは生きられない
秋保 水菓
彼方のゴールド
大崎 梢
スーパーエンジェル
島田 雅彦
桎梏の雪（しっこくのゆき）
仲村 燈

エクスナレッジ 2021年8月 783.4/ｳ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 786.3/ﾀ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 816.5/ｽ

勉誠出版
早川書房
筑摩書房
岩波書店
東京創元社
東京創元社
講談社
文藝春秋
講談社
講談社

2021年7月 910.4/ﾐ
2021年8月 936/ﾍ
2021年7月 B778/ｵ
2021年7月 B788/ﾔ
2021年9月 B933/ﾎ
2021年9月 B933/ﾎ
2021年7月 BF/ｱｷ
2021年7月 BF/ｵｵ
2021年7月 F/ｼﾏ
2021年7月 F/ﾅｶ

〈ティーンズ〉

スガリさんの感想文は絶え間ない嵐の中 『銀河鉄道の夜』編
３ツ星シェフ部！

平田 駒
よしもと こゆき

河出書房新社 2021年7月 SF/ﾋﾗ
学研プラス 2021年8月 SF/ﾖｼ

ソーラーチーム∥まんが
ソーラーチーム∥まんが
村上 健司
荒木 健太郎∥監修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 20/ﾅ

藤子 Ｆ 不二雄∥キャラクター原作

小学館
理論社
講談社
ＰＨＰ研究所
小学館

または、カリスマ料理人の俺様が、なぜ、お子様部活の顧問になったか。

〈児童〉

ナゾトキ・ハンター ピラミッドの謎を解け
ナゾトキ・ハンター クレタ島の怪物を探せ
がっかり妖怪大図鑑 情けなくてかわいいから、もっと好きになる！
雲と雨の大研究 空のしくみとふしぎをさぐろう！
植物のサイエンス
クジラの骨と僕らの未来
は虫類・両生類
無人島の迷路 冒険＆脱出サバイバル！
東大松丸式ナゾトキスクール ナゾトキ島でサバイバル！？
「イミがわからない…」がなくなる！こども読解力
わくわく子ども俳句スクール 俳句をつくろう １
わくわく子ども俳句スクール 俳句を楽しもう ２
おばけのソッチ ぞびぞびどうぶつえん
おまつりのおばけずかん じんめんわたあめ
ウイルスにまけないぞ！ 感染症の予防
うさぎとかめ
ピエリーノとまじょ
めんぼうズ
ようかいむらのずんちゃかおんがくかい
とわちゃんとシナイモツゴのトトくん
エリンとまっくろ岩のひみつ
ムーミン一家の海の冒険
妖怪俳句
宿題ファイター

中村 玄
加藤 英明∥監修
香川 元太郎 他
松丸 亮吾∥監修
齋藤 孝
おおぎやなぎ ちか
おおぎやなぎ ちか
角野 栄子
斉藤 洋
北村 裕花
やべ みつのり 他
スズキ コージ
かねこ まき
たかい よしかず
田島 征三
ジョー トッド＝スタントン
フィリッパ ヴィードルンド
広瀬 克也
よしなが こうたく

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 20/ﾅ

誠文堂新光社 2021年7月 38/ﾑ
ＰＨＰ研究所 2021年8月 45/ｸ
2021年8月 47/ﾌ
2021年7月 48/ﾅ
2021年7月 48/ﾊ
2021年8月 79/ｶ
2021年7月 79/ﾄ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 81/ｻ

国土社
国土社
ポプラ社
講談社
童心社
童心社
童心社
アリス館
国土社
ひだまり舎
評論社
徳間書店
絵本館
好学社

2021年7月 91/ｵ/ｷ
2021年7月 91/ｵ/ｷ
2021年8月 91/ｶ
2021年7月 91/ｻ/ｺﾜｲ
2021年7月 C
2021年9月 C
2021年9月 C
2021年8月 E/ｶ
2021年8月 E/ﾀ
2021年6月 E/ﾀ
2021年7月 E/ﾄ
2021年7月 E/ﾋﾞ
2021年7月 E/ﾋ
2021年7月 E/ﾖ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （１０/９～１０/１５）

2021年10月16日作成

◇中央図書館
〈一般〉

るるぶ北海道 ’２２
るるぶ沖縄 ’２２
限界から始まる 往復書簡
「音」からひろがる子どもの世界
中学受験必勝ノート術 カリスマ家庭教師のワザを親子で実践！
不登校生が留学で見つけた自分の居場所
昆虫館はスゴイ！ 昆虫館スタッフの内緒話
おもしろいネズミの世界 知れば知るほどムチュウになる
尿酸値リセット 薬に頼らず痛風発作が防げる！ 大学教授が考案！
マンガでわかる感染症のしくみ事典
がんの逆襲
１日３分楽しむだけで勝手に目がよくなる！ガボール・アイ
やせる高たんぱくレシピ１００ 筋肉量を増やして脂肪を燃やす！
最新検証 真実の戦艦大和
日本が誇る絶品の食遺産１００
今日もコーヒーを淹れて。 ご機嫌に暮らす２１の方法
暮らしが変わる時短家事

上野
吉永
安浪
赤井

千鶴子（他）
早苗
京子
知一（他）

ＪＴＢパブリッシング

2021年4月 291.1/ﾙ

ＪＴＢパブリッシング

2021年1月 291.9/ﾙ

幻冬舎
ぎょうせい

2021年7月 367.2/ｳ
2021年7月 376.1/ﾖ

ダイヤモンド社 2021年7月 376.8/ﾔ

学びリンク

2021年7月 377.6/ｱ

全国昆虫施設連絡協議会 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ

2021年8月 486/ｾﾞ

渡部
細谷
忽那
近藤
平松
工藤

2021年7月 489.4/ﾜ

大介
龍男
賢志∥監修
誠
類
孝文∥医学監修

小林 しのぶ
Ｍｏｃｈａ
かおり

緑書房
文響社
ナツメ社

2021年8月 493.6/ﾎ
2021年8月 493.8/ﾏ

エクスナレッジ 2021年7月 494.5/ｺ
ＳＢクリエイティブ 2021年7月

学研プラス
双葉社
山と溪谷社

2021年7月

496.4/ﾋ
498.58/ﾔ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

2021年7月 556.9/ｻ
2021年7月 588/ｺ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 590.4/ﾓ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 590/ｶ

家事、育児、仕事でボロボロだった私が２０時以降を自分時間にするまで

無印良品ではじめる新しい習慣

水谷 妙子

扶桑社

2021年7月 590/ﾐ

４０代からのお腹やせ １日ひとつやるだけで、－９センチも夢じゃない！ みっこ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月

ｕｋａが教える大人のハンド＆ネイルケア
パスタの本
白飯サラダ ごはんがすすむ！ガッツリおいしい
１５分でできるゆる定食レシピ
がんばらないで作れるちゃんとごはん
がんばりすぎない離乳食 フリージングでラクラク＆栄養バッチリ！
犬は愛情を食べて生きている
山下清 あるがままの自分に正直に生きよ
果てしなき石ノ森章太郎
おぼえていても、いなくても
まるごと馬場のぼる 描くことは生きること
ちひろダイアリー
箱のおりがみ
指先を使って脳トレ手のひらサイズのかわいい箱
全国８５劇場ミニシアターのある街へ。
映画の余韻と楽しむお散歩ガイド
おうちｄｅシェイプ ＡＹＡトレ１００
１日３分から。燃やす！痩せる！引き締める！
バドミントン ライバルに差をつけろ！自主練習シリーズ
４７都道府県・高校野球百科
ニューエクスプレス＋アイヌ語
小川洋子のつくり方
ヒロシマを暴いた男
米国人ジャーナリスト、国家権力への挑戦
青少年のための小説入門
チェンジ 警視庁犯罪被害者支援課 ８
朔が満ちる
たまごの旅人
硝子の塔の殺人
青天を衝け ３
周防の地侍と埋められた渡来品

渡邉 季穂
有元 葉子
今井 亮
ずぼらめしじぇーぴー

主婦の友社 2021年8月 595.4/ﾜ
2021年7月 596.23/ｱ
東京書籍
主婦と生活社 2021年7月 596.37/ｲ

伊東 優子∥監修
山田 あかね
山下 浩∥監修
ヤマザキ マリ（他）
蛭子 能収
馬場 のぼる
竹迫 祐子∥編著
布施 知子

マイナビ出版
光文社
平凡社
ＮＨＫ出版

ＡＹＡ
齋藤 亘
森岡 浩
中川 裕
田畑書店編集部∥編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 596/ｽﾞ/ｵﾚ
2021年7月 599.3/ｶﾞ
2021年7月 645.6/ﾔ
2021年8月 723.1/ﾔ
2021年8月 726.1/ｲ

毎日新聞出版 2021年8月 726.1/ｴ

こぐま社
河出書房

2021年8月 726.1/ﾊﾞ
2021年7月 726.6/ｲ

日本ヴォーグ社 2021年8月

754.9/ﾌ/ｵﾘｶﾞﾐ

ＪＴＢパブリッシング

2021年8月 778/ｾﾞ

講談社

2021年7月 780.7/ｱ

ベースボール・マガジン社

丸善出版
白水社
田畑書店
レスリー Ｍ Ｍ ブルーム 集英社
久保寺 健彦
堂場 瞬一
窪 美澄
近藤 史恵
知念 実希人
豊田 美加∥ノベライズ
藤本 明義

595.6/ﾐ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

集英社
講談社

2021年7月 783.5/ｻ
2021年7月 783.7/ﾓ
2021年7月 829.2/ﾅ
2021年8月 910.2/ｵ
2021年7月 936/ﾌﾞ
2021年8月 BF/ｸﾎﾞ
2021年8月 BF/ﾄﾞｳ/8

朝日新聞出版 2021年7月 F/ｸﾎﾞ
実業之日本社 2021年8月 F/ｺﾝ
実業之日本社

2021年8月 F/ﾁﾈ

ＮＨＫ出版
文芸社

2021年8月 F/ﾄﾖ/3
2021年8月 YF/ﾌｼﾞ

〈ティーンズ〉

今夜、きみの声が聴こえる 〔２〕 あの夏を忘れない

いぬじゅん

スターツ出版 2021年7月 SBF/ｲﾇ/2

齋藤 孝

誠文堂新光社 2021年8月 15/ｻ

エレナ ファヴィッリ
時田 昌瑞∥監修
藤井 旭
納口 恭明
近江谷 克裕（他）
藤子プロ∥監修
かんちく たかこ
白水 貴∥監修

河出書房新社 2021年8月 28/ﾌ

〈児童〉

本当の「心の強さ」ってなんだろう？
一生を支える折れないメンタルのつくり方
世界を舞台に輝く１００人の女の子の物語
ものの見方が変わる！世界のことわざ
星空教室 秋の星座 秋に見える星や星座をやさしく解説
Ｄｒ．ナダレンジャーの防災実験教室 地震・液状化・雪崩の科学
ふしぎ！光る生きもの大図鑑
未来をつくる生き物と技術 ドラえもん科学ワールド
タンポポのたね どうしてとんでいくの？ ２１種のたねのひみつ
きのこ のこのこ ふしぎの こ
食べ物の「なぜ」を探ろう！キッチン実験室
日本全国鉄道旅行 日本全国の鉄道と駅が大集合！
１話３分こわい家、あります。 くらやみくんのブラックリスト ３
キミの笑顔を、いちばん近くで 一年間だけ。 ８
くしゃみおじさん
いただきまーす
ぼくは川のように話す
むかしむかしあるところに子ヤギが
ふしぎな月

ナツメ社

2021年9月 38/ﾓ

誠文堂新光社 2021年8月 44/ﾌ
子どもの未来社 2021年7月

国土社
小学館

45/ﾉ

2021年8月 46/ｵ
2021年8月 46/ﾄﾞ

文一総合出版 2021年8月 47/ｶ
ひさかたチャイルド 2021年8月 47/ｷ
オレンジページ 2021年8月 59/ﾀ

藍沢 羽衣
安芸 咲良
オルガ カブラル
ａｃｃｏｔｏｔｏ
シドニー スミス
エリック バークレー
吉田 尚令

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

昭文社
小学館

2021年7月 68/ﾆ
2021年7月 91/ｱ/ｺﾜｲ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年8月 91/ｱ/8
2021年7月 93/ｶ
岩波書店

大日本図書
偕成社
評論社
理論社

2021年7月 E/ｱ
2021年7月 E/ｽ
2021年7月 E/ﾊﾞ
2021年8月 E/ﾖ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （１０/１６～１０/２２）

2021年10月23日作成

◇中央図書館
〈一般〉

わたしのなつかしい一冊
ミュージアムグッズのチカラ
辛口サイショーの人生案内ＤＸ（デラックス）
逆説の日本史 ２６
幻の本土上陸作戦 オリンピック作戦の全貌
カマラ・ハリスの流儀 アメリカ初の黒人女性副大統領
バンティング インスリンの発見による栄光と苦悩の生涯
ムッソリーニの正体 ヒトラーが師と仰いだ男
世界のグルメ図鑑 Ｗ０７
世界のすごい巨像 Ｗ０８
世界のすごい城と宮殿３３３ Ｗ０９
北海道遺産完全ガイド
温泉やど 九州 〔２０２１〕
湯布院 別府 阿蘇 黒川温泉 〔２０２１〕
関西 中国 四国 北陸のおいしい道の駅＆
ＳＡ（サービスエリア）・ＰＡ（パーキングエリア） 〔２０２１〕
アメリカの〈周縁〉をあるく 旅する人類学
日韓関係史
図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本
改正のポイントからオンライン申請手続きまで
家族と刑法 家庭は犯罪の温床か？
時間大図鑑
食べられる草ハンドブック
あなたを救う培養幹細胞治療
うつぬけ生活習慣 内科医・東洋医学のドクターが教える
なぜ眠るのか 現代人のための最新睡眠学入門
双翼の日の丸エンジニア ゼロ戦と飛燕の遺伝子は消えず
ごみ収集とまちづくり 清掃の現場から考える地方自治
コックローさんのすっきりおそうじ
ミチルさんのたのしくお洗たく
私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか？
おうち時間を楽しく！毎日のエプロン
手作りのエプロンで過ごす、心地よい暮らし
魔法のクローゼット ５０代になった娘が選ぶ母のお洋服
手ぬいの基本レッスン イチから基礎がよくわかる
ベビー＆キッズのニット セットコーデが可愛い手編み
もっと知りたい尾形光琳 生涯と作品 改訂版
台湾を目覚めさせた男 児玉源太郎

池澤
大澤
最相
井沢

夏樹∥編
夏美
葉月
元彦

ＮＨＫ「果てなき殲滅戦」取材班 他

ダン モレイン
マイケル ブリス
舛添 要一

毎日新聞出版 2021年8月 019.9/ｲ
国書刊行会 2021年7月 069/ｵ

ミシマ社
小学館
祥伝社
彩流社

2021年8月 159/ｻ
2021年8月 210.1/ｲ/26
2021年8月 210.7/ｴ
2021年8月 289.3/ﾊ

毎日新聞出版 2021年8月 289.3/ﾊﾞ
2021年8月 289.3/ﾑ
小学館

地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2021年8月 290.9/ﾁ
地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2021年8月 290.9/ﾁ
地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2021年8月 290.9/ﾁ

佐藤 圭樹

中村 寛 他
木宮 正史
岡 信太郎
深町 晋也
原田 知広 他∥監修
森 昭彦
辻 晋作
工藤 孝文
パトリシア Ｓ ダニエルズ

戸津井 康之
藤井 誠一郎
読書工房∥編著
読書工房∥編著
井戸 美枝

くぼしま りお
高橋 恵美子
仲町 啓子
木村 健一郎

北海道新聞社 2021年7月 291.1/ｻ
2021年9月 291.9/ｵ/21
昭文社
ＪＴＢパブリッシング

2021年8月 291.9/ﾕ/21

ＪＴＢパブリッシング

2021年8月 291/ｶ/21

平凡社
岩波書店

2021年7月 295.3/ﾅ
2021年7月 319.1/ｷ

日本実業出版社 2021年8月

有斐閣

324/ｵ

2021年7月 326/ﾌ

421/ｼﾞ
自由国民社 2021年8月 471.9/ﾓ

ニュートンプレス 2021年8月

集英社インターナショナル

2021年8月 491.11/ﾂ

青春出版社 2021年8月 493.76/ｸ
日経ナショナルジオグラフィック社

2021年9月 498.36/ﾀﾞ

学研プラス

2021年8月 502.1/ﾄ
朝日新聞出版 2021年8月 518.5/ﾌ

国土社
国土社

2021年7月 59/ﾄﾞ
2021年7月 59/ﾄﾞ

日本実業出版社 2021年8月

591/ｲ

ブティック社 2021年8月

593.3/ｵ/ｺｽ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年8月 593.3/ｸ

ブティック社 2021年8月

593.3/ﾀ/ｺｽ

アップルミンツ 2021年8月 594.3/ﾍﾞ
2021年8月 721.5/ｵ
東京美術

梓書院

2021年7月 Y289/ｺ

小学館

2021年7月 S726/ｱ/5

〈ティーンズ〉

葬送のフリーレン ＶＯＬ．５
乙嫁語り １３
ひきこまり吸血姫の悶々 ４
ひきこまり吸血姫の悶々 ５
ひきこまり吸血姫の悶々 ６
神は遊戯（ゲーム）に飢えている。 １ 神々に挑む少年の究極頭脳戦
神は遊戯（ゲーム）に飢えている。 ２

アベ ツカサ
森 薫
小林 湖底
小林 湖底
小林 湖底
細音 啓
細音 啓

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 S726/ﾓ/13

2021年1月 SBF/ｺﾊﾞ/4
2021年1月 SBF/ｺﾊﾞ/5
ＳＢクリエイティブ 2021年9月 SBF/ｺﾊﾞ/6
ＳＢクリエイティブ
ＳＢクリエイティブ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年1月 SBF/ｻｻﾞ/1
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 SBF/ｻｻﾞ/2

〈児童〉

てづくりおもしろおもちゃ かこさとしあそびの玉手箱
怪盗クイーン 煉獄金貨と失われた城
秋
すいめん
ぱったんして
子どもの本で平和をつくる イエラ・レップマンの目ざしたこと

かこ さとし
はやみね かおる
かこ さとし
高久 至
松田 奈那
マリー ラフランス

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

小学館
講談社
講談社
アリス館

2021年7月 75/ｶ
2021年7月 91/ﾊ
2021年7月 E/ｶ
2021年7月 E/ﾀ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 E/ﾏ

小学館

2021年7月 E/ﾗ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （１０/２３～１０/２９）

2021年10月30日作成

◇中央図書館
〈一般〉

女たちの壬申の乱
地名の真実 ４７都道府県面白ネーミング
半歩先を読む思考法 落合陽一の見ている風景と考えていること
重要証人 ウイグルの強制収容所を逃れて
為替のしくみがこれ１冊でしっかりわかる教科書
マンガでわかる！税金のすべて ’２１～’２２年版

水谷 千秋
地名の謎研究会∥編
落合 陽一

文藝春秋
昭文社
新潮社
サイラグル サウトバイ 他 草思社
尾河 眞樹∥監修
技術評論社
須田 邦裕∥監修
成美堂出版

2021年8月 210.3/ﾐ
2021年8月 291/ﾁ
2021年7月 304/ｵ
2021年8月 316.8/ｻ
2021年8月 338.9/ｶ
2021年8月 345/ﾏ

サラリーマン／自営業者／個人事業者／相続・贈与／不動産…ｅｔｃ

極上のおひとり死
コロナ貧困 絶望的格差社会の襲来
フクシマ原発棄民 歴史の証人 終わりなき原発事故
「誤差」「大間違い」「ウソ」を見分ける統計学
地球温暖化 電気の話と、私たちにできること
恐竜学者は止まらない！ 読み解け、卵化石ミステリー
どっちがどっち まぎらわしい生きものたち
知らないと怖いがん検診の真実
ウイルスも認知症も生きづらいのも、すべて歯のせい？
新型コロナウイルスとの闘い 看護師が見たパンデミック ２
妊娠中は肉を食べなさい！
〈カーボンニュートラル〉水素社会入門
グリーン・ジャイアント 脱炭素ビジネスが世界経済を動かす
火星に住むつもりです 二酸化炭素が地球を救う
素敵にリサイクル
牛乳パックで作る暮らしの中の小物 全４０点すべて作り方つき
ルイ・アームストロング 生誕１２０年没５０年に捧ぐ
Ｓａｔｃｈｍｏ’ｓ Ｓｐｉｒｉｔ Ｌｉｖｅｓ ｏｎ Ｆｏｒｅｖｅｒ
大事なものから捨てなさい メイコ流笑って死ぬための３３のヒント
いちばんやさしい！楽しい！シルバー川柳入門
表札 石垣りん詩集
わたしは誰でもない エミリ・ディキンスンの小さな詩集
カミュ伝
宗棍（そうこん）
嗤う淑女二人

松原 惇子
藤田 孝典
樋口 健二

2021年8月 367.7/ﾏ
毎日新聞出版 2021年8月 368.2/ﾌ

ＳＢクリエイティブ

八月書館

デイヴィッド サルツブルグ 共立出版

2021年8月 369.3/ﾋ
2021年7月 417/ｻ

田中 優
田中 康平
梁井 貴史
中山 富雄
堀 滋

扶桑社
創元社
さくら舎
青春出版社
小学館

地域医療 介護研究会ＪＡＰＡＮ 他

ＰＨＰエディターズ・グループ

椎野
西宮
森川
村木

秀和システム 2021年8月 498.59/ｼ

まりこ
伸幸
潤
風海

外山 喜雄 他
中村
水野
石垣
エミリ
中条
今野
中山

メイコ
タケシ
りん
ディキンスン
省平
敏
七里

2021年9月 451.8/ﾀ
2021年8月 457.8/ﾀ
2021年8月 480.4/ﾔ
2021年8月 494.5/ﾅ
2021年8月 497.9/ﾎ
2021年7月 498/ﾁ/2

河出書房新社 2021年9月 501.6/ﾆ
2021年9月 501.6/ﾓ
文藝春秋
2021年9月 519/ﾑ
光文社
ブティック社 2021年9月 754.9/ｽ/ｱｶ

冬青社

2021年8月 764.7/ｱ

講談社

2021年7月 772.1/ﾅ

河出書房新社 2021年8月 911.4/ﾐ
2021年8月 911.5/ｲ/ｸﾛ
童話屋

風媒社
集英社インターナショナル

集英社

2021年7月 931.6/ﾃﾞ
2021年8月 950.2/ｶ
2021年6月 F/ｺﾝ

実業之日本社 2021年9月 F/ﾅｶ/3

〈児童〉

３分後にゾッとする話 世界怪物記
ミライを生きる君たちへの特別授業
宇宙への扉をあけよう ホーキング博士の宇宙ノンフィクション
はっけん！オオサンショウウオ
あなたがいたところ １４歳のひろしま
イナバさんと雨ふりの町

野宮 麻未 他
ジュニスタ編集部∥編
ルーシー ホーキング 他
関 慎太郎∥写真
中澤 晶子
野見山 響子

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

理論社
岩波書店
岩崎書店
緑書房
汐文社
理論社

2021年7月 14/ｻ/ｺﾜｲ
2021年7月 15/ｼﾞ
2021年9月 44/ﾎ
2021年8月 48/ｾ
2021年6月 91/ﾅ/2
2021年7月 91/ﾉ/2

