
あたらしく購入した本　 （１０/３０～１１/５） 2021年11月6日作成

◇中央図書館

〈一般〉

月に３冊、読んでみる？ 酒井  順子 東京新聞 2021年8月 019.9/ｻ

名言のクスリ箱 心が折れそうなときに力をくれる言葉２００ 大山  くまお ＳＢクリエイティブ 2021年8月 159.8/ｵ

人事の日本史 遠山  美都男（他） 朝日新聞出版 2021年8月 210/ﾄ

女と男の恋する日本史講談 神田  蘭 辰巳出版 2021年8月 281/ｶ

半藤一利 歴史とともに生きる 平凡社 2021年9月 289.1/ﾊ

九州山歩きガイド　ゆったり楽しむ メイツユニバーサルコンテンツ 2021年8月 291.9/ｷ

２０３０  未来への分岐点　持続可能な世界は築けるのか　１ ＮＨＫ出版 2021年9月 304/ｴ

民主党政権未完の日本改革 菅  直人 筑摩書房 2021年8月 312.1/ｶ

財務省の「ワル」 岸  宣仁 新潮社 2021年7月 317.2/ｷ

借金問題解決法 ９９．９％解決できる！ 神坪  浩喜 星雲社 2021年8月 324.5/ｶ

Ｑ＆Ａ３つのＮＩＳＡ徹底活用術 竹川  美奈子 日経ＢＰマーケティング 2021年8月 338.1 /ﾀ /

　こんなときどうする？どうなる？ つみたてＮＩＳＡ｜一般ＮＩＳＡ｜ジュニアＮＩＳＡ

年金入門 ２０２１年度版 小野  隆璽 経済法令研究会 2021年8月 364.6/ｵ/21

女性ホームレスとして生きる　貧困と排除の社会学 丸山  里美 世界思想社 2021年9月 368.2/ﾏ

保育で楽しむどんぐり落ち葉まつぼっくり製作＆あそび チャイルド本社 2021年8月 376.1/ﾎ

非認知能力を育てる「しつけない」しつけのレシピ 大豆生田  啓友 講談社 2021年8月 379.9/ｵ

　０歳～５歳児の生活習慣が身につく

世界を変えた１０人の女性科学者 キャサリン  ホイットロック（他） 化学同人 2021年8月 402.8/ﾎ

　彼女たちは何を考え、信じ、実行したか

トコトンやさしい地球学の本 西川  有司 日刊工業新聞社 2021年8月 450/ﾆ

気象予報士試験サクラサク勉強法 中島  俊夫∥編著 中央経済社 2021年8月 451.2/ﾅ/ﾐﾄﾞ

最近、地球が暑くてクマってます。 水野  敬也（他） 文響社 2021年9月 451.8/ﾐ

　シロクマが教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法

カイメン　すてきなスカスカ 椿  玲未 岩波書店 2021年8月 483.2/ﾂ

図解いちばんわかりやすい強迫性障害 原井  宏明∥監修 河出書房新社 2021年8月 493.74/ｽﾞ

　強すぎる「不安」と「無意味な行動」の断ち切り方

世界を大きく変えた２０のワクチン 齋藤  勝裕 秀和システム 2021年9月 493.82/ｻ

肺炎・ウイルス感染症にならないのど・鼻の粘膜の整え方 浦長瀬  昌宏 主婦の友社 2021年9月 496.5/ｳ

　耳鼻咽喉科の専門医が教える

リモート疲れとストレスを癒す「休む技術」 西多  昌規 大和書房 2021年8月 498.8/ﾆ

　オンラインワークの心と身体をケアする５６のコツ

日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話　もう、ありがとうしかない 滝沢  秀一 主婦の友社 2021年8月 518.5/ﾀ

データドリブン脱炭素経営 筒見  憲三 幻冬舎 2021年9月 519.3/ﾂ

　エネルギー効率の指標化によるグリーン成長戦略

脱炭素ＤＸ　すべてのＤＸは脱炭素社会実現のために メンバーズ  ゼロカーボンマーケティング研究会 プレジデント社 2021年9月 519.3/ﾒ

トコトンやさしい電気自動車の本 廣田  幸嗣 日刊工業新聞社 2021年8月 537.2/ﾋ

日本ワインの教科書　日本ワイン検定公式テキスト 日本ワイン検定事務局 柴田書店 2021年9月 588.5/ﾆ

 +６０からのＨａｐｐｙおしゃれＢＯＯＫ　ババアに足りないのは愛！ 地曳  いく子（他） 集英社 2021年8月 589.2/ｼﾞ

はじめての電気圧力鍋　毎日使える絶品レシピ みない  きぬこ 家の光協会 2021年8月 596/ﾐ/ｵﾚ

すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本 ねんねママ 青春出版社 2021年9月 599.4/ﾈ

　寝かしつけの１００の“困った”をたちまち解決！

多肉植物アガベ　１２か月栽培ナビＮＥＯ 靏岡  秀明 ＮＨＫ出版 2021年8月 627.7/ﾂ

はじめての寄せ植えレッスンＢＯＯＫ 上田  広樹 ワン・パブリッシング 2021年8月 627.8/ｳ

世界ピクト図鑑　サインデザイナーが集めた世界のピクトグラム 児山  啓一 ビー・エヌ・エヌ 2021年8月 727/ｺ

ぼくは独り暮らしの老人の家に弁当を運ぶ 福島  あつし 青幻舎 2021年8月 748/ﾌ

「ボヘミアン・ラプソディ」の謎を解く 菅原  裕子 光文社 2021年8月 764.7/ｽ

　“カミングアウト・ソング”説の真相 

闇を泳ぐ 全盲スイマー、自分を超えて世界に挑む。 木村  敬一 ミライカナイ 2021年8月 785.2/ｷ

日本の美  茶の美 北見  宗幸∥監修・文 淡交社 2021年9月 791/ｷ

ニュースがわかる基礎用語 ２０２１－２０２２年版 清水書院 2021年8月 814.7/ﾆ/ｱｶ

どうぶつ英語フレーズ大集合！ 河本  望 偕成社 2021年9月 834.4/ｶ

●新着資料リスト●



シルバー川柳 笑いあり、しみじみあり 太陽の季節編 河出書房新社 2021年8月 911.4/ｼ

家族のようなあなたへ　橋田壽賀子さんと歩んだ６０年 石井  ふく子 世界文化社 2021年9月 912.7/ｲ

自閉症の息子をめぐる大変だけどフツーの日々 梅崎  正直 中央公論新社 2021年8月 916/ｳ

三十の反撃 ソン  ウォンピョン 祥伝社 2021年8月 929.1/ｿ

プリンセス刑事　２　生前退位と姫の恋 喜多  喜久 文藝春秋 2019年10月 BF/ｷﾀ/2

プリンセス刑事　３　弱き者たちの反逆と姫の決意 喜多  喜久 文藝春秋 2021年8月 BF/ｷﾀ/3

くもの頭領　公家武者信平　９ 佐々木  裕一 講談社 2020年10月 BF/ｻｻ

宮中の誘い　公家武者信平　１０ 佐々木  裕一 講談社 2021年8月 BF/ｻｻ

追憶の烏 八咫烏  シリーズ 阿部  智里 文藝春秋 2021年8月 F/ｱﾍﾞ

川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬  まる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年8月 F/ｱﾔ

明日は結婚式 小路  幸也 祥伝社 2021年7月 F/ｼﾖ

帆神　北前船を馳せた男・工楽松右衛門 玉岡  かおる 新潮社 2021年8月 F/ﾀﾏ

傷痕のメッセージ 知念  実希人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 F/ﾁﾈ

教場Ｘ 長岡  弘樹 小学館 2021年9月 F/ﾅｶﾞ

ヤスの本懐 ヤッさん ６ 原  宏一 双葉社 2021年8月 F/ﾊﾗ

執行 深谷　忠記 徳間書店 2021年8月 F/ﾌｶ

いつも隣に山頭火 井上  智重 言視舎 2021年8月 Y911/ﾀ

〈ティーンズ〉

ライブラリー・ツインズ　ようこそ、月島大学図書館へ 日野  祐希 アリス館 2021年8月 SF/ﾋﾉ

おちょやん　結婚編 三國　月々子∥小説 学研プラス 2021年9月 SF/ﾐｸ

おちょやん　女優編 三國　月々子∥小説 学研プラス 2021年9月 SF/ﾐｸ
キャプテン　高校野球編 山田  明∥小説 学研プラス 2021年8月 SF/ﾔﾏ

〈児童〉

実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ３８ 朝日新聞出版 2021年8月 40/ｼﾞ/38

無駄なマシーンを発明しよう！ 藤原  麻里菜 技術評論社 2021年7月 53/ﾌ

ヘンテコおりがみ 笹川  勇 主婦の友社 2021年9月 75/ｻ

きちんと伝わる手紙の書きかた　１ 手紙の書きかた研究会∥編 汐文社 2021年6月 81/ﾃ/1

きちんと伝わる手紙の書きかた　２ 手紙の書きかた研究会∥編 汐文社 2021年8月 81/ﾃ/2

やまんばの屋敷事件　科学でナゾとき！　２ あさだ  りん 偕成社 2021年8月 91/ｱ/2

おばけは子どものそばにいる！？　ひみつのおばけ一家　２ 石崎  洋司 岩崎書店 2021年8月 91/ｲ/2

大人になりたい　きみと１００年分の恋をしよう　５ 折原  みと 講談社 2021年9月 91/ｵ/5

うたうラッパ貝がら　ミッチの道ばたコレクション 如月  かずさ 偕成社 2021年8月 91/ｷ

オバケに時間をぬすまれる！？　ホオズキくんのオバケ事件簿 富安  陽子 ポプラ社 2021年9月 91/ﾄ

めいたんていサムくんとなぞの地図 那須　正幹 童心社 2021年10月 91/ﾅ

体育がある 村中  李衣 文研出版 2021年9月 91/ﾑ

あたまにかきのき いもと  ようこ 金の星社 2021年8月 E/ｲ

だんごむしコーロコロ 海野  あした 星雲社 2021年9月 E/ｳ

おばけのキルト エッゲンシュワイラー 光村教育図書 2021年8月 E/ｴ

やまがみさまのきょだいべんとう 大串  ゆうじ 偕成社 2021年9月 E/ｵ

すやすやおやすみ 酒井  駒子 福音館書店 2021年7月 E/ｻ

ぼくが見える？ パク  ジヒ 光村教育図書 2021年8月 E/ﾊﾟ

おばけのジョージー　とんでいったふうせん ロバート  ブライト 好学社 2021年8月 E/ﾌﾞ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。



あたらしく購入した本　 （１１/６～１１/１２） 2021年11月13日作成

◇中央図書館

〈一般〉

観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか 佐渡島  庸平 ＳＢクリエイティブ 2021年9月 141.5/ｻ

セルフ・マインド・マネジメント 濱田  恭子 ビジネス社 2021年9月 146.8/ﾊ

  キマジメさんの「いっぱいいっぱい」でしんどい！がラクになる

「おうちパワースポット」のつくり方 小林  祥晃 主婦の友社 2021年9月 148.5/ｺ

  自宅を“開運する家”にする幸せ風水術

不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方 中村  恒子　他 すばる舎 2021年8月 159/ﾅ/2

大阪マージナルガイド 吉村  智博 解放出版社 2021年9月 216/ﾖ

世界１９７カ国のふしぎな聖地＆パワースポット 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2021年9月 290.9/ﾁ

写真でみるタクラマカン沙漠縁辺の自然と人 髙村  弘毅 古今書院 2021年8月 292.2/ﾀ

よけいなひと言を好かれるセリフに変える働く人のための言いかえ図鑑 大野  萌子 サンマーク出版 2021年9月 336.4/ｵ/ｸﾛ

格差と分断の社会地図 １６歳からの〈日本のリアル〉 石井  光太 日本実業出版社 2021年9月 361.8/ｲ

障害のある人の支援の現場探訪記 かなしろ  にゃんこ。 学研教育みらい 2021年9月 369.2/ｶ

  子育て・就労・生活の支援や福祉ってどうなってるの！？

教養としての数学 数学がわからない僕と数学者の対話 キム  ミニョン プレジデント社 2021年9月 410.4/ｷ

地球科学者と巡るジオパーク日本列島 神沼  克伊 丸善出版 2021年8月 450.9/ｶ

文系のためのめっちゃやさしい天気 渡部  雅浩∥監修 ニュートンプレス 2021年9月 451/ﾌﾞ

  理科が苦手な人でも、どんどん楽しく読める！ 

  知識ゼロから読めちゃう超入門書！

図説  鉱物肉眼鑑定事典 第２版 松原  聰 秀和システム 2021年9月 459.1/ﾏ

腰痛がたちまち消える３秒ストレッチ 神田  良介 アチーブメント出版 2021年9月 494.7/ｶ

４０代が、こんなにしんどいなんて聞いてなかった フカザワ  ナオコ 幻冬舎 2021年9月 495.13/ﾌ

脱炭素革命への挑戦 世界の潮流と日本の課題 堅達  京子 山と溪谷社 2021年9月 501.6/ｹﾞ

図解でわかるカーボンニュートラル エネルギー総合工学研究所∥編著 技術評論社 2021年9月 519.3/ｴ

  脱炭素を実現するクリーンエネルギーシステム

地球の未来のため僕が決断したこと 気候大災害は防げる ビル  ゲイツ 早川書房 2021年8月 519.3/ｹﾞ

マンガでわかる脱炭素（カーボンニュートラル） 藤野  純一∥監修 池田書店 2021年10月 519.3/ﾏ

これってホントにエコなの？ ジョージーナ  ウィルソン＝パウエル 東京書籍 2021年9月 519/ｳ

  日常生活のあちこちで遭遇する“エコ”のジレンマを解決

ＳＤＧｓの不都合な真実 SDGs 「脱炭素」が世界を救うの大嘘 杉山  大志∥編著 宝島社 2021年9月 519/ｽ

緑と住む。 庭・縁側・土間・窓辺から住まいを整える エクスナレッジ 2021年9月 527/ﾐ

ＹｏｕＴｕｂｅｒの教科書 視聴者がグングン増える！撮影・編集・運営テクニック 大須賀  淳∥監修 インプレス 2021年9月 547.4/ﾕ/P

５９歳、最後の貯めどき 青沼  貴子 竹書房 2021年9月 591/ｱ

はじめてでもかわいく作れるかぎ針編みの赤ちゃんニット 西東社 2021年9月 594.3/ﾊ

  たっぷり４３作品

ゆび編みのかわいい小物 ｍｉｎａｏ 成美堂出版 2021年10月 594.3/ﾐ/ｼﾛ

  写真とていねいな解説で初心者でもすぐに編める！

すがたなみの“てまぬき”レシピ すがた  なみ ワン・パブリッシング 2021年9月 596/ｽ/ｵﾚ

和えもの春夏秋冬 旬だからこそ手をかけないおいしさがある ワタナベ  マキ 誠文堂新光社 2021年9月 596/ﾜ/ｵﾚ

るるぶ  国立公園へ行こう ＪＴＢパブリッシング 2021年9月 629.4/ﾙ

  いまこそ大自然へ！全国の国立公園３４収録！

京阪電気鉄道沿線アルバム 昭和～平成 辻  良樹∥解説 アルファベータブックス 2021年9月 686.2/ｹ

阪急電鉄沿線アルバム 昭和～平成 伊原  薫∥解説 アルファベータブックス 2021年8月 686.2/ﾊ

完売画家 中島  健太 ＣＣＣメディアハウス 2021年9月 720/ﾅ

水墨画年賀状  寅を描く 描き順や筆づかいをやさしく解説 水墨画塾編集部∥編 誠文堂新光社 2021年9月 724.1/ｽ

ムスコ物語 ヤマザキ  マリ 幻冬舎 2021年8月 726.1/ﾔ

おうちで作ろう！ＰＰバンドとクラフトバンドのかご・バッグ・小物 松田  裕美 ダイヤモンド社 2021年8月 754.9/ﾏ/ｱｶ

すべてがわかる 日本アニメ史入門 １９５６－２０２１ アニメの旅人∥編著 彩流社 2021年9月 778.7/ｱ

「毎日音読」で人生を変える 活力が出る・若くなる・美しくなる 寺田  理恵子 さくら舎 2021年9月 809.4/ﾃ

日本語をもっとつかまえろ！ 飯間  浩明 毎日新聞出版 2021年9月 810.4/ｲ

一人飲みで生きていく 稲垣  えみ子 朝日出版社 2021年9月 914.6/ｲ

コロナの世界を照らす５０のやさしい物語 片野  優　他 宝島社 2021年9月 914.6/ｶ

言葉の人生 片岡  義男 左右社 2021年8月 914.6/ｶ

ベスト・エッセイ ２０２１ 日本文藝家協会∥編 光村図書出版 2021年8月 914.6/ﾆ/21

●新着資料リスト●



メロンと寸劇 向田  邦子 河出書房新社 2021年8月 914.6/ﾑ

更年期障害だと思ってたら重病だった話 村井  理子 中央公論新社 2021年9月 916/ﾑ

ユドルフォ城の怪奇 上 アン  ラドクリフ 作品社 2021年9月 933.6/ﾗ

自転車泥棒 呉  明益 文藝春秋 2021年9月 B923/ｺﾞ

高家表裏譚 ４ 謁見 上田  秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 BF/ｳｴ/4

この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山  佳佑 集英社 2021年6月 BF/ｳﾔ

高校事変 １１ 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 BF/ﾏﾂ/11

天使に賭けた命 天使と悪魔 赤川  次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年8月 F/ｱｶ

噂を売る男 藤岡屋由蔵 梶  よう子 ＰＨＰ研究所 2021年8月 F/ｶｼﾞ

さよならも言えないうちに 川口  俊和 サンマーク出版 2021年9月 F/ｶﾜ

僕の種がない 鈴木  おさむ 幻冬舎 2021年9月 F/ｽｽﾞ

共犯者 三羽  省吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 F/ﾐﾂ

天路（てんろ） リービ英雄 講談社 2021年8月 F/ﾘﾋﾞ

〈ティーンズ〉

ゴールデンカムイ ２７ 野田  サトル 集英社 2021年9月 726/ﾉ/27

私、アイドル宣言 １ モゲラッタ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 S726/ﾓ/1

スパイ教室 ０５ 竹町 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 SBF/ﾀｹ/5

スパイ教室 ０６ 竹町 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 SBF/ﾀｹ/6

夜に駆ける ＹＯＡＳＯＢＩ小説集 星野  舞夜　他 双葉社 2021年9月 SBF/ﾎｼ

〈児童〉

しらべるちがいのずかん おかべ  たかし 東京書籍 2021年9月 03/ｵ

絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう？ 川崎  哲∥監修 旬報社 2021年9月 31/ｴ

まっすぐ人間関係術 きみと世界をつなぐ 山崎  聡一郎 講談社 2021年8月 36/ﾔ

ずかん  世界のくつ・はきもの 見ながら学習調べてなっとく 鈴木  絵美留∥監修 技術評論社 2021年9月 38/ｽﾞ

地球で暮らすきみたちに知ってほしい５０のこと ラース  ヘンリク  オーゴード 晶文社 2021年8月 40/ｵ

モノのできかた図鑑 リチャード  プラット あすなろ書房 2021年9月 50/ﾌﾟ

捨てないパン屋の挑戦  しあわせのレシピ 井出  留美 あかね書房 2021年8月 58/ｲ

どんぐり・木の実の森 ハッピー工作＆あそび 岩藤  しおい いかだ社 2021年9月 75/ｲ

みんなびっくり！超ふしぎ！すぐにできる手品 ナポレオンズ∥監修 日東書院本社 2021年9月 77/ﾐ

ねこと王さま しごとをさがす 〔２〕 ニック  シャラット 徳間書店 2021年8月 93/ｼ/2

どうぶつたちのあきのおたのしみって？ デイヴィッド  ウォーカー 岩崎書店 2021年8月 E/ｳ

きょうりゅうローリー はじめてのひとりたび リズ  クリモ 潮出版社 2021年9月 E/ｸ

くすのきだんちのおとなりさん 末崎  茂樹 ひかりのくに 2021年9月 E/ｽ

てがでかこちゃん 谷川  千佳 岩崎書店 2021年8月 E/ﾀ

パ・パ・パ・パパジャマ 布川  愛子 のら書店 2021年9月 E/ﾌ

こんにち、わ！ 三浦  太郎 童心社 2021年9月 E/ﾐ

あさだおはよう 三浦  太郎 童心社 2021年9月 E/ﾐ

きみはたいせつ クリスチャン  ロビンソン ＢＬ出版 2021年9月 E/ﾛ

おしえてくやさーい わたなべ  あや ひかりのくに 2021年9月 E/ﾜ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。



あたらしく購入した本　 （１１/１３～１１/１９） 2021年11月20日作成

◇中央図書館

〈一般〉

日本語だからスイスイ作れるプログラミング入門教室 クジラ飛行机 マイナビ出版 2021年8月 007.6/ｸ

  中学生から大人まで、プログラミングが初めての方へ

ウィトゲンシュタイン、最初の一歩 中村  昇 亜紀書房 2021年9月 134.9/ﾋﾞ

しれっと逃げ出すための本。 ヨシダ  ナギ ＰＨＰ研究所 2021年9月 159.7/ﾖ

１分で心が震えるプロの言葉１００ 上阪  徹 東洋経済新報社 2021年9月 159.8/ｳ

教科書に載せたい日本史、載らない日本史 河合  敦 扶桑社 2021年9月 210/ｶ

  新たな通説、知られざる偉人、不都合な歴史

〈図解〉朝鮮戦争 上田  信∥作画 新紀元社 2021年9月 221/ｽﾞ

ユーゴスラヴィア現代史 新版 柴  宜弘 岩波書店 2021年8月 239.3/ｼ

お天道様は見てる 尾畠春夫のことば 白石  あづさ 文藝春秋 2021年8月 289.1/ｵ

「知の巨人」立花隆のすべて 永久保存版 文藝春秋 2021年9月 289.1/ﾀ

平沼騏一郎 検事総長、首相からＡ級戦犯へ 萩原  淳 中央公論新社 2021年8月 289.1/ﾋ

約束してくれないか、父さん 希望、苦難、そして決意の日々 ジョー  バイデン 早川書房 2021年9月 289.3/ﾊﾞ

中国「見えない侵略」を可視化する 読売新聞取材班 新潮社 2021年8月 302.2/ﾖ

タイムズ 「未来の分岐点」をどう生きるか 真山  仁 朝日新聞出版 2021年8月 304/ﾏ

盗撮をやめられない男たち 斉藤  章佳 扶桑社 2021年9月 368.6/ｻ

ＧＩＧＡスクール構想で変わる授業づくり入門 蔵満  逸司 黎明書房 2021年9月 375.1/ｸ

  １人１台情報端末でできること５０

ヒルは木から落ちてこない。 ぼくらのヤマビル研究記 樋口  大良　他 山と溪谷社 2021年9月 483.9/ﾋ

リンパのふしぎ 未病の仕組みを解き明かす 大橋  俊夫 筑摩書房 2021年8月 491.32/ｵ

自宅で最期を迎える準備のすべて 本人と家族のための 大軒  愛美 自由国民社 2021年8月 498.02/ｵ

海をわたった母子手帳 かけがえのない命をまもるパスポート 中村  安秀 旬報社 2021年9月 498.7/ﾅ

原発漂流 福島第１事故１０年 河北新報出版センター 2021年7月 543.5/ｹﾞ

パフェが一番エラい。 斧屋 ホーム社 2021年8月 596.6/ｵ

お母さんが１番！からの解放 「固定観念」と「思い込み」を捨てる！！ てらい  まき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年8月 598.3/ﾃ

らくらくあんしん育児 最新改訂版 土屋  恵司∥監修 学研プラス 2021年9月 599/ﾗ

らくらくあんしん離乳食 最新改訂版 小池  澄子∥監修・指導 学研プラス 2021年9月 599.3/ﾗ

農家が教えるゆずづくし スイーツ・加工と保存・庭先栽培 農山漁村文化協会 2021年8月 625.3/ﾉ

長く楽しむお部屋の植物 小さな鉢からはじめる 境野  隆祐 日東書院本社 2021年8月 627.8/ｻ

図解知識ゼロからの現代漁業入門  最新版 濱田  武士∥監修 家の光協会 2021年8月 662.1/ｽﾞ

  生産 消費流通 経営 制度 国際情勢 資源保護

３６５日日本一周鉄道の旅  Ｉ  ｌｏｖｅ  ｔｈｅ  ｓｃｅｎｅｒｙ  ｗｉｔｈ  ｔｈｅ  ｒａｉｌｗａｙ． 蜂谷  あす美 いろは出版 2021年9月 686.2/ﾊ

徳光流生き当たりばったり 徳光  和夫 文藝春秋 2021年8月 699.3/ﾄ

フレデリック・ショパン その情熱と悲哀 フランツ  リスト 彩流社 2021年8月 762.3/ｼ

初心者のアコースティック・ギター基礎教本 〔２０２１〕 自由現代社 2021年8月 763.5/ｼ

  コードの押さえ方・作り方、テクニックがわかる入門書

『アナと雪の女王』の世界 小野  俊太郎 小鳥遊書房 2021年7月 778.7/ｵ

ボケない大人のはきはき滑舌ドリル 新版 花形  一実 メイツユニバーサルコンテンツ 2021年8月 809.2/ﾊ

  １日３分声出し練習で発音・表情・脳を活性化

万葉集に出会う 大谷  雅夫 岩波書店 2021年8月 911.1/ｵ

今日でなくてもいい 佐野洋子エッセイコレクション 佐野  洋子 河出書房新社 2021年8月 914.6/ｻ

朱泥抄 篠田  桃紅 ＰＨＰエディターズ・グループ 2021年8月 914.6/ｼ

木曜殺人クラブ リチャード  オスマン 早川書房 2021年9月 933.7/ｵ

ぼく  モグラ  キツネ  馬 チャーリー  マッケジー 飛鳥新社 2021年3月 937/ﾏ

優しい語り手 ノーベル文学賞記念講演 オルガ  トカルチュク 岩波書店 2021年9月 989.8/ﾄ

３０代をどう生きるか 楽しむための６３の方法 中谷  彰宏 リベラル社 2021年8月 B159/ﾅ

夜中の電話 父・井上ひさし最後の言葉 井上  麻矢 集英社 2021年9月 B910/ｲ

夜と少女 ギヨーム  ミュッソ 集英社 2021年9月 B953/ﾐ

裁かれた女 赤川  次郎 中央公論新社 2021年9月 BF/ｱｶ

エチュード春一番 第３曲 荻原  規子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年8月 BF/ｵｷﾞ/3

すべての神様の十月 ２ 小路  幸也 ＰＨＰ研究所 2021年9月 BF/ｼﾖ/2

ミッキーマウスの憂鬱ふたたび 松岡  圭祐 新潮社 2021年10月 BF/ﾏﾂ

●新着資料リスト●



倒産続きの彼女 元彼の遺言状 新川  帆立 宝島社 2021年10月 F/ｼﾝ

やさしい猫 中島  京子 中央公論新社 2021年8月 F/ﾅｶ

わたしのいないテーブルで 丸山  正樹 東京創元社 2021年8月 F/ﾏﾙ

〈ティーンズ〉

僕らの奇跡が、君の心に届くまで。 音  はつき スターツ出版 2021年6月 SBF/ｵﾄ

＃マイネーム（ハッシュタグ・マイネーム） 黒川  裕子 さ・え・ら書房 2021年9月 SF/ｸﾛ

〈児童〉

みんなスーパーヒーロー カマラ  ハリス 平凡社 2021年9月 28/ﾊ

星空教室 冬の星座 藤井  旭 誠文堂新光社 2021年10月 44/ﾌ

ドングリのあなどうしてあいたの？ これ、だれのせい？虫のしわざ１４ かんちく  たかこ 文一総合出版 2021年10月 48/ｶ

日本全国新幹線に乗ろう！ 日本全国の新幹線が大集合！ ２版 昭文社 2021年10月 68/ﾆ

ルパンの娘 映画ノベライズ 有沢  ゆう希 講談社 2021年9月 91/ｱ

カイとティム  影の国のぼうけん 石井  睦美 アリス館 2021年8月 91/ｲ

伊勢物語 マンガでさきどり古典 後藤  長男∥マンガ くもん出版 2021年9月 91/ｲ

ナイトメアのフカシギクラブ たから  しげる ＰＨＰ研究所 2021年7月 91/ﾀ

しゅくだい  がっしょう 福田  岩緒 ＰＨＰ研究所 2021年9月 91/ﾌ

アリスとふたりのおかしな冒険 ナターシャ  ファラント 徳間書店 2021年9月 93/ﾌ

物語王さまとかじや ジェイコブ  ブランク 徳間書店 2021年9月 93/ﾌﾞ

ヒナゲシの野原で 戦火をくぐりぬけたある家族の物語 マイケル  モーパーゴ 評論社 2021年8月 93/ﾓ

くまがうえにのぼったら アヤ井  アキコ ブロンズ新社 2021年8月 E/ｱ

おさるのえほん いとう  ひろし 講談社 2021年9月 E/ｲ

こねこが きのした  けい コクヨ 2021年9月 E/ｷ

そらからおちてきてん ジョン  クラッセン クレヨンハウス 2021年9月 E/ｸ

まっくろ 黒井  健 講談社 2021年9月 E/ｸ

ひよこはにげます 五味  太郎 福音館書店 2021年10月 E/ｺﾞ

ともだち？ さとう  のぶこ リーブル 2021年8月 E/ｻ

ケイン、きょうもよろしくね！ シン  ドゥヒ 新日本出版社 2021年8月 E/ｼ

どうぶつえんのおふろやさん とよた  かずひこ ひさかたチャイルド 2021年10月 E/ﾄ

きつね 樋口  佳絵 汐文社 2021年8月 E/ﾋ

ばいばいコロナ 日隈  みさき 鈴木出版 2021年9月 E/ﾋ

アニメおさるのジョージてをあらおう マーガレット  レイ　他∥原作 金の星社 2021年9月 E/ﾚ

ねえ、きいてみて！ みんな、それぞれちがうから ラファエル  ロペス 汐文社 2021年8月 E/ﾛ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ まんきゅう∥監督 ＤＭＭ．ｃｏｍ 2020年 DVｱﾆ/ｽﾐ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。



あたらしく購入した本　 （１１/２０～１１/２６） 2021年11月27日作成

◇中央図書館

〈一般〉

見るだけＩＴ用語図鑑２７８ 草野  俊彦 ＳＢクリエイティブ 2021年10月 007/ｸ

　新入社員、ＩＴに苦手意識を持っている人にも役立つ

Ｅｘｃｅｌ暗黙のルール　もっと早く知りたかった！ 木村  幸子 マイナビ出版 2021年9月 007.6/ｷ

秒で伝わるパワポ術 豊間根  青地 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 007.6/ﾄ

　仕事でもＳＮＳでも〈いいね〉がもらえるスライド作成のコツ

聖域 コムドットやまと ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年8月 159/ﾔ

四国八十八か所 お遍路の旅 〔２０２１〕 昭文社 2021年10月 186.9/ｼ/21

「自分らしい花」を咲かせる渡辺和子の言葉 桑原  晃弥 星雲社 2021年9月 198.2/ﾜ

日本中世史最大の謎！鎌倉１３人衆の真実 本郷  和人 宝島社 2021年9月 210.4/ﾎ

声をあげて、世界を変えよう！　よりよい未来のためのＵ３０の言葉 アドーラ  スヴィタク ディスクユニオン 2021年10月 280.4/ｽ

ツボちゃんの話　夫・坪内祐三 佐久間  文子 新潮社 2021年5月 289.1/ﾂ

まるっと高尾山こだわり完全ガイド スタジオパラム メイツユニバーサルコンテンツ 2021年9月 291.3/ｽ

るるぶ伊豆  箱根 ’２２ ＪＴＢパブリッシング 2021年10月 291.5/ﾙ/22

福岡県名低山ルートガイド チーム  Ｎ∥編 海鳥社 2021年9月 291.9/ﾁ

シンガポールを知るための６５章 田村  慶子∥編著 明石書店 2021年10月 302.2/ﾀ

ＡＩ支配でヒトは死ぬ。　システムから外れ、自分の身体で考える 養老  孟司 ビジネス社 2021年10月 304/ﾖ

消えた「四島返還」　安倍政権日ロ交渉２８００日を追う 北海道新聞社∥編 北海道新聞社 2021年9月 319.1/ﾎ

いまそこにある中国の日本侵食 ケント  ギルバート ワック 2021年10月 319.2/ｷﾞ

鑑定不正　カレーヒ素事件 河合  潤 日本評論社 2021年8月 326.2/ｶ

生命の網のなかの資本主義 ジェイソン  Ｗ  ムーア 東洋経済新報社 2021年10月 332/ﾑ

シニア投資入門　老後資産の一番安全な運用方法 西崎  努 アスコム 2021年10月 338.1/ﾆ

承認欲求に振り回される人たち 榎本  博明 インプレス 2021年9月 361.4/ｴ

小さないのちのドアを開けて　思いがけない妊娠をめぐる６人の選択 永原  郁子（他） いのちのことば社 2021年10月 367.2/ﾅ

３６６日の誕生鳥辞典　世界の美しい鳥 小宮  輝之 いろは出版 2021年10月 488/ｺ

世界一やさしい依存症入門　やめられないのは誰かのせい？ 松本  俊彦 河出書房新社 2021年8月 493.74/ﾏ

ココが知りたかった！目の病気のメカニズム 飯島  裕幸 技術評論社 2021年10月 496.3/ｲ

　超わかりやすい病気の仕組みと正しい治療

コロナとワクチンの全貌 小林  よしのり（他） 小学館 2021年10月 498.6/ｺ

「創意と工夫」で世界に挑む　 鶴蒔  靖夫 ＩＮ通信社 2021年10月 499.06/ﾂ

　グローバルアイケアカンパニー・オフテクスの挑戦

お金の増やし方　 西山  美紀 主婦の友社 2021年10月 591/ﾆ

　はじめての積立投資  つみたてＮＩＳＡ  ｉＤｅＣｏもよくわかる！

国鉄・ＪＲの廃線アルバム　中国・四国編 山田  亮 アルファベータブックス 2021年10月 686.2/ﾔ

　昭和４０年代以降に廃止・転換された路線を網羅！

もっと知りたい延暦寺の歴史 久保  智康（他） 東京美術 2021年9月 702.1/ｸ

おかあさんライフ。　毎日一緒におさんぽ編 たかぎ  なおこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 726/ﾀ

写真集の本　明治～２０００年代までの日本の写真集６６２ 飯沢  耕太郎（他） カンゼン 2021年10月 740.3/ｲ

ガラス工芸家１００人　現代日本の精鋭たち 阿部出版 2021年10月 751.5/ｶﾞ

ひこねのりおキャラクターあれこれ図鑑 ひこね  のりお∥画 平凡社 2021年9月 778.7/ﾋ

谷川俊太郎の詩を味わう 谷川  俊太郎∥詩 ナナロク社 2021年9月 911.5/ﾀ/ｸﾛ

人生の苦しさについて 曽野  綾子 青志社 2021年9月 914.6/ｿ

あのころなにしてた？ 綿矢  りさ 新潮社 2021年9月 915.6/ﾜ

赤い魚の夫婦 グアダルーペ  ネッテル 現代書館 2021年8月 963/ﾈ

ホープ・ネバー・ダイ アンドリュー  シェーファー 小学館 2021年10月 B933/ｼ

京都伏見のあやかし甘味帖　７　日吉の神、賀茂の陰陽師 柏  てん 宝島社 2021年9月 BF/ｶｼ/7

翼の翼 朝比奈  あすか 光文社 2021年9月 F/ｱｻ

機龍警察　白骨街道　６ 月村  了衛 早川書房 2021年8月 F/ﾂｷ

邯鄲の島遥かなり　上 貫井  徳郎 新潮社 2021年8月 F/ﾇｸ/1

邯鄲の島遥かなり　中 貫井  徳郎 新潮社 2021年9月 F/ﾇｸ/2

朝と夕の犯罪 降田  天 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 F/ﾌﾙ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

星天の兄弟　Ｓｔｏｎｅ  ａｎｄ  Ｌｏｔｕｓ 菅野  雪虫 東京創元社 2021年8月 SF/ｽｶﾞ

そらのことばが降ってくる　保健室の俳句会 髙柳  克弘 ポプラ社 2021年9月 SF/ﾀｶ
正解より素敵なパズルの解き方　５分後に意外な結末Ｑ 桃戸  ハル 学研プラス 2021年9月 SF/ﾓﾓ

〈児童〉

まちのナニコレ？図鑑 小学館 2021年9月 03/ﾏ

世界じゅうの女の子のための日　国際ガールズ・デーの本 ジェシカ  ハンフリーズ 大月書店 2021年9月 36/ﾊ

こわ～い空想科学読本 呪われた科学者登場！ 柳田  理科雄∥原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年8月 40/ｺ/ｺﾜｲ

日本の大地  つくりと変化 日本の大地のかたち １ 鎌田  浩毅∥監修 岩崎書店 2021年9月 45/ﾆ

地球があぶない！地図で見る気候変動の図鑑 ダン  フッカー 創元社 2021年8月 45/ﾌ

ヒグマの旅 森と川、山と海　命のつながり　１ 二神  慎之介∥写真・文 文一総合出版 2021年9月 48/ﾌ

しんどい時の自分の守り方　１０代から知っておきたいメンタルケア 増田  史 ナツメ社 2021年9月 49/ﾏ

古典がおいしい！平安時代のスイーツ 前川  佳代（他） かもがわ出版 2021年9月 59/ﾏ

神さまのいたずら　ラストで君は「まさか！」と言う ＰＨＰ研究所 2021年9月 91/ﾗ

幸せな日々 ミロ  ガヴラン 国土社 2021年8月 98/ｶﾞ

ぼくの！わたしの！いや、おれの！ アヌスカ  アレプス ＢＬ出版 2021年10月 E/ｱ

みんなおやすみ かきもと  こうぞう 学研プラス 2021年9月 E/ｶ

おもちゃびょういん 木島  誠悟 白泉社 2021年9月 E/ｷ

おばけと友だちになる方法 レベッカ  グリーン 福音館書店 2021年9月 E/ｸﾞ

ゆめぎんこう　ちいさなおきゃくさま コンドウ  アキ 白泉社 2021年10月 E/ｺ

かつおどりとあほうどり 谷口  國博∥作・絵 童心社 2021年9月 E/ﾀ

音にさわる　 日比野  尚子 偕成社 2021年10月 E/ﾋ

　てんじつきさわるえほん はる  なつ  あき  ふゆをたのしむ「手」

わたしのバイソン ガヤ  ヴィズニウスキ 偕成社 2021年10月 E/ﾋﾞ

はたらくくるまたちのどうろこうじ ＡＧ  フォード ひさかたチャイルド 2021年10月 E/ﾌ

おさるのジョージ　とうひょうをする Ｍ．レイ（他）∥原作 岩波書店 2021年9月 E/ﾚ

おさるのジョージ　うんどうかいにでる Ｍ．レイ（他）∥原作 岩波書店 2021年9月 E/ﾚ

〈高千帆分館〉

神欺く皇子　龍ノ国幻想　１ 三川  みり 新潮社 2021年9月 BF/ﾐｶ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。


