
あたらしく購入した本　 （１/３１～２/５） 2021年2月6日作成

◇中央図書館

〈一般〉

わたしは読書ボランティア 子どもたちに読む力と楽しい学校図書館を 柴田  幸子 忘羊社 2020年11月 019.2/ｼ

漫画  サピエンス全史 人類の誕生編 ユヴァル  ノア  ハラリ∥原案  脚本 河出書房新社 2020年11月 209/ﾊ

シルクロード全史 文明と欲望の十字路 上 ピーター  フランコパン 河出書房新社 2020年11月 220/ﾌ

シルクロード全史 文明と欲望の十字路 下 ピーター  フランコパン 河出書房新社 2020年11月 220/ﾌ

ナチの妻たち 第三帝国のファーストレディー ジェイムズ  ワイリー 中央公論新社 2020年11月 234/ﾜ

日米安保と砂川判決の黒い霧 吉田  敏浩 彩流社 2020年10月 319.8/ﾖ

  最高裁長官の情報漏洩を訴える国賠訴訟

経済がわかる論点５０ みずほ総合研究所 東洋経済新報社 2020年12月 332.1/ﾐ/21

ビジネスエリート必読の名著１５ 大賀  康史 自由国民社 2020年11月 335/ｵ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ハラスメントを行動科学で考えてみました。 網  あづさ 生産性出版 2020年11月 366.3/ｱ

  「不安」「憤り」を断ち切り、今日から楽しい職場にする

ひとりでやらない育児・介護のダブルケア 相馬  直子　他 ポプラ社 2020年11月 367.3/ｿ

愛と性と存在のはなし 赤坂  真理 ＮＨＫ出版 2020年11月 367.9/ｱ

日本人にとって干支とは何か 東洋の科学「十干・十二支」の謎を解く 武光  誠 河出書房新社 2020年11月 382.1/ﾀ

動物が教えてくれるＬＯＶＥ戦略 モテ親父になろう！ 竹内  久美子 ビジネス社 2020年11月 481.3/ﾀ

血糖値バイブル 笠倉出版社 2020年11月 493.12/ｹ

  医師たちが答える１００の質問 治し方の最新情報がここにある！

新型コロナ収束への道 花村  遼　他 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2020年11月 493.8/ﾊ

もう、がんでは死なない 二人に一人ががんになる時代の最高の治療法 近藤  誠 マガジンハウス 2020年11月 494.5/ｺ

女性ホルモンが整うオトナ女子の睡眠ノート 坪田  聡 総合法令出版 2020年11月 498.36/ﾂ

おうち太り・栄養不足・自炊疲れすべて解決！テレワークごはん 女子栄養大学栄養クリニック∥監修 女子栄養大学出版部 2020年11月 498.58/ｵ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

身近なプラスチックがわかる 西岡  真由美 技術評論社 2020年11月 578.4/ﾆ

  暮らしと密接するプラスチックどう付き合うかを考えるための入門書

大きな編み図が見やすい心和むあみぐるみ ブティック社 2020年12月 594.3/ｵ/ﾐﾄﾞ

  大きめサイズからマスコットサイズまで盛りだくさん！

実用派エコバッグ 使いやすいサイズとデザインがいっぱい 日本ヴォーグ社 2020年12月 594.7/ｼﾞ/ｺﾞﾙ

ｔｒｏｉｓ  Ｍの羊毛フェルト基礎ＢＯＯＫ ｔｒｏｉｓ  Ｍ 日本ヴォーグ社 2020年11月 594.9/ﾄ/ｺﾞﾙ

和布で作る縁起がいい飾りもの 今こそご利益を願って！！ ブティック社 2020年12月 594/ﾜ/ｼﾛ

おむすび いのちをつなぐことばとレシピ 佐藤  初女 主婦の友社 2020年12月 596/ｻ/ｵﾚ

選び放題！鍋レシピ２５０ 激ウマおうち鍋の決定版！ 食べたい鍋が必ず見つかる！ 主婦の友社∥編 主婦の友社 2020年11月 596/ｼ/ｵﾚ

Ｌｏｏｋ  ａｔ  ｍｅ！ 動物たちと目が合う１／１０００秒の世界 井上  浩輝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 748/ｲ

ハルニレ 浦島  久 ＩＢＣパブリッシング 2020年12月 748/ｳ

未来を予知する妄想の力 森田  恭通 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 757.8/ﾓ

  １０００のイノベーションを生んだ森田恭通の仕事術

マウリツィオ・ポリーニ 音楽の友 他∥編 音楽之友社 2020年12月 762.3/ﾎﾟ

  「知・情・意」を備えた現代最高峰ピアニストのすべて

気持ちがアガる！あげ筋トレ おうちでストレス解消 ａｎｎａ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 780.7/ｱ

６０分でわかる！ｅスポーツ最前線 鴨志田  由貴　他 技術評論社 2020年12月 798.5/ｶ

出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記 宮崎  伸治 三五館シンシャ 2020年12月 801.7/ﾐ

  こうして私は職業的な「死」を迎えた

世界は思考で変えられる 東田  直樹 河出書房新社 2020年11月 916/ﾋ

  自閉症の僕が見つけた「いつもの景色」が輝く４３の視点

どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地  はるな 双葉社 2020年11月 F/ﾃﾗ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

メイドイン十四歳 石川  宏千花 講談社 2020年11月 SF/ｲｼ

〈児童〉

実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ３６ 朝日新聞出版 2020年11月 40/ｼﾞ/36

みんなをおどろかせよう  科学マジック図鑑 トリックとコツおしえます！ スティーブ  モールド 化学同人 2020年11月 40/ﾓ

パイロットの一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社 2020年12月 68/ﾊﾟ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

ミッドナイトギャングの世界へようこそ デイヴィッド  ウォリアムズ 小学館 2020年11月 93/ｳ

ようかいむらのどきどきひなまつり たかい  よしかず 国土社 2021年1月 E/ﾀ

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



あたらしく購入した本　 （２/６～２/１２） 2021年2月13日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＡＩ大図鑑 松尾  豊∥監修 ニュートンプレス 2020年12月 007.1/ｴ

ギネス世界記録 ２０２１ 角川アスキー総合研究所 2020年11月 031.5/ｷﾞ/21

人類前史 失われた文明の鍵はアメリカ大陸にあった 上 グラハム  ハンコック 双葉社 2020年11月 209.3/ﾊ

人類前史 失われた文明の鍵はアメリカ大陸にあった 下 グラハム  ハンコック 双葉社 2020年11月 209.3/ﾊ

本能寺の変の首謀者はだれか 信長と光秀、そして斎藤利三 桐野  作人 吉川弘文館 2020年12月 210.4/ｷ

人生！逆転図鑑 山あり谷ありの３２人に学ぶ成功の法則 早見  俊 秀和システム 2020年12月 280.4/ﾊ

なるほど知図帳  世界 ２０２１ 昭文社 2020年12月 290.3/ﾅ/21

るるぶ冬の北海道 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年12月 291.1/ﾙ/21

ちゅうごく山歩き Ｖｏｌ．７ 松島  宏 中国新聞社 2020年11月 291.7/ﾏ/7

なるほど知図帳  日本 ２０２１ 昭文社 2020年12月 291/ﾅ/21

日本の論点　２０２１～２２ 大前  研一 プレジデント社 2020年12月 304/ｵ/21

文藝春秋オピニオン２０２１年の論点１００ 文藝春秋 2021年1月 304/ﾌﾞ

データでみる県勢 ２０２１ 矢野恒太記念会 2020年12月 351/ﾃﾞ/21

福祉小六法 ２０２１ 中央法規出版 2020年12月 369.1/ﾌ/21

おはなしいっぱい！楽しい手袋シアター ａｍｉｃｏ 新星出版社 2020年11月 376.1/ｱ

数学オリンピック ２０１６～２０２０ 数学オリンピック財団∥監修 日本評論社 2020年12月 410.7/ｽ/16

数学ガールの秘密ノート 確率の冒険 結城  浩 ＳＢクリエイティブ 2020年12月 410/ﾕ

天文年鑑 ２０２１年版 天文年鑑編集委員会∥編 誠文堂新光社 2020年11月 440.5/ﾃ/21

首里城 平凡社 2020年12月 521.8/ｼ

はじめてでもおいしく作れるリゾット・ピラフ・パエリア 上田  淳子 家の光協会 2020年11月 596.3/ｳ
フレンチトーストとパン料理 ナガタ  ユイ 河出書房新社 2020年11月 596.63/ﾅ
　ラスクやサラダ、スープにグラタンまで。パン好きさんに届けたい、とっておきのパン活用レシピ

感動のおいしさ糖質オフチーズケーキ＆シフォンケーキ 石橋  かおり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年12月 596.65/ｲ

パンダの丸かじり　丸かじりシリーズ４３ 東海林  さだお 朝日新聞出版 2020年11月 596/ｼ

黄昏　Ｉｎ  ｔｈｅ  Ｔｗｉｌｉｇｈｔ 水口  博也 創元社 2020年11月 748/ﾐ

家トレーニング完全ガイド 晋遊舎 2021年1月 780.7/ｲ

　「自宅ジム化」が今すぐ痩せる近道！ゼロからの家トレ入門

超訳  人間失格 人はどう生きればいいのか 齋藤  孝 アスコム 2020年11月 910.2/ﾀﾞ

ミルクマン アンナ  バーンズ 河出書房新社 2020年11月 933.7/ﾊﾞ

お探し物は図書室まで 青山  美智子 ポプラ社 2020年11月 F/ｱｵ

傍聴者 折原  一 文藝春秋 2020年11月 F/ｵﾘ

お龍のいない夜 風野  真知雄 小学館 2020年11月 F/ｶｾﾞ

コーチ 堂場  瞬一 東京創元社 2020年10月 F/ﾄﾞｳ

河童 芥川龍之介大活字本シリーズ 芥川  龍之介 三和書籍 2020年12月 DF/ｱｸ

長いお別れ 上 中島  京子 埼玉福祉会 2020年11月 DF/ﾅｶ

長いお別れ 下 中島  京子 埼玉福祉会 2020年11月 DF/ﾅｶ

ナミヤ雑貨店の奇蹟 上 東野  圭吾 埼玉福祉会 2020年11月 DF/ﾋｶﾞ

ナミヤ雑貨店の奇蹟 下 東野  圭吾 埼玉福祉会 2020年11月 DF/ﾋｶﾞ

天才による凡人のための短歌教室 木下  龍也 ナナロク社 2020年11月 Y911/ｷ

〈ティーンズ〉

スーパー・ノヴァ ニコール  パンティルイーキス あすなろ書房 2020年11月 S933/ﾊﾟ

人類最強のヴェネチア 最強シリーズ 西尾  維新 講談社 2020年11月 SF/ﾆｼ

ハイキュー！！ショーセツバン！！ １３ 星  希代子 集英社 2020年11月 SF/ﾎｼ/13

●新着資料リスト●

中央図書館ゆるキャラ

「りゅ～ぽん」



〈児童〉

渋沢栄一 日本経済の父とよばれた男 老川  慶喜∥監修 小学館 2020年12月 28/ｼ

渋沢栄一 日本資本主義の父 小沢  章友 講談社 2020年11月 28/ｼ

戦国最強武将へタイムワープ　日本史ＢＯＯＫ チーム  ガリレオ∥ストーリー 朝日新聞出版 2020年11月 28/ﾁ

ＳＤＧｓのきほん 目標９  インフラ 未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2020年11月 33/ｲ/10

ＳＤＧｓのきほん 目標８  労働と経済　未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2020年11月 33/ｲ/9

地球村の子どもたち 平和 途上国から見たＳＤＧｓ ３ 石井  光太 少年写真新聞社 2020年11月 33/ｲ/3

宇宙飛行士は見た  宇宙に行ったらこうだった！ 山崎  直子 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 2020年12月 44/ﾔ

きみがまだ知らないステゴサウルス ベン  ギャロッド 早川書房 2020年11月 45/ｷﾞ

きみがまだ知らないティラノサウルス ベン  ギャロッド 早川書房 2020年11月 45/ｷﾞ

きみがまだ知らないトリケラトプス ベン  ギャロッド 早川書房 2020年11月 45/ｷﾞ

絵本  はたらく細胞 ばいきんｖｓ．白血球たちの大血戦！ 牧村  久実 講談社 2020年11月 49/ﾏ

くだものいっぱい！おいしいジャム 石澤  清美∥監修 チャイルド本社 2020年12月 59/ｸ

警察犬アンズの事件簿 小さいけれど、大きな仕事 鈴木  博房 岩崎書店 2020年11月 64/ｽ

つっきーとカーコのたからもの おくはら  ゆめ 佼成出版社 2020年11月 91/ｵ

まちのおばけずかん　マンホールマン 斉藤  洋 講談社 2020年11月 91/ｻ/ｺﾜｲ

かいけつゾロリ  きょうふのエイリアン 原  ゆたか ポプラ社 2020年12月 91/ﾊ

防災室の日曜日 カラスてんぐととうめい人間 村上  しいこ 講談社 2020年11月 91/ﾑ

グレッグのダメ日記 なんとかなるさ １５ ジェフ  キニー ポプラ社 2020年12月 93/ｷ/15

傲慢王の墓　アポロンと５つの神託　４ リック  リオーダン ほるぷ出版 2020年11月 93/ﾘ/4

イッカボッグ Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 2020年11月 93/ﾛ

ジョナスのかさ アイリーン  ライアン  イーウェン 光村教育図書 2020年11月 E/ｲ

あかいてぶくろ いりやま  さとし 講談社 2020年11月 E/ｲ

すっとびこぞう！ おばけかいどうおつかいどうちゅう 大島  妙子 小学館 2020年11月 E/ｵ

よんひゃくまんさいのびわこさん 小沢  さかえ 理論社 2020年12月 E/ｵ

あまのいわや 日本の神話えほん　１ ポール  コックス 岩崎書店 2020年11月 E/ｺ/ｷ

なんでもレストラン 鈴木  まもる 文溪堂 2020年11月 E/ｽ

ようこそあたらしいともだち リチャード  スキャリー 好学社 2020年12月 E/ｽ

キス・スキ 高畠  純 講談社 2020年12月 E/ﾀ

せきれい丸 たじま  ゆきひこ くもん出版 2020年11月 E/ﾀ

ねこのバイオリンひき わたなべ  ゆういち チャイルド本社 2020年12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　 （２/１３～２/１９） 2021年2月20日作成

◇中央図書館

〈一般〉

やばいデジタル “現実”が飲み込まれる日 ＮＨＫスペシャル取材班 講談社 2020年11月 007.3/ｴ

まんがでわかる自己肯定感を高めるハーバード式ポジティブ心理学 成瀬  まゆみ 宝島社 2020年12月 140/ﾅ

渋沢栄一  君は、何のために「働く」のか 渋沢  栄一∥原著 三笠書房 2020年12月 159/ｼ

デカメロン２０２０ イタリアの若者たち 方丈社 2020年12月 302.3/ｲ

ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディみかこ 講談社 2020年10月 302.3/ﾌﾞ

Ｗｅの市民革命 佐久間  裕美子 朝日出版社 2020年12月 302.5/ｻ

コロナ危機の政治 安倍政権ｖｓ．知事 竹中  治堅 中央公論新社 2020年11月 312.1/ﾀ

ＲＡＧＥ  怒り ボブ  ウッドワー 日本経済新聞出版本部 2020年12月 312.5/ｳ

世界を動かす変革の力 アリシア  ガーザ 明石書店 2021年1月 316.8/ｶﾞ

  ブラック・ライブズ・マター共同代表からのメッセージ

８０分でマスター！ガチ速簿記入門 金川  顕教 扶桑社 2020年12月 336.9/ｶ/ﾐﾄﾞﾘ

子どもを連れて、逃げました。 西牟田  靖 晶文社 2020年11月 367.4/ﾆ

ＮＨＫ出版  不調を食生活で見直すためのからだ大全 池上  文雄 他∥監修 ＮＨＫ出版 2020年11月 491.3/ｴ

ウイルスを寄せつけない！痛くない鼻うがい 堀田  修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 496.8/ﾎ

医師夫婦が実践するウイルスに負けない親子の免疫力アップ生活術 工藤  孝文　他 主婦と生活社 2020年12月 498.3/ｸ

はやぶさ２  最強ミッションの真実 津田  雄一 ＮＨＫ出版 2020年11月 538.9/ﾂ

「はやぶさ２」が舞い降りた日々 新「喜・怒・哀・楽の宇宙日記」 的川  泰宣 勉誠出版 2020年12月 538.9/ﾏ

月１０万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術 ミニマリストＴａｋｅｒｕ クロスメディア・パブリッシング 2020年11月 590.4/ﾐ

和家具の世界 歴史とくらしがつくってきた日本の美 小泉  和子 河出書房新社 2020年11月 758/ｺ

全国厄除け郷土玩具 疫病退散！入手先・由来・ご利益のすべてがわかる 中村  浩訳 誠文堂新光社 2020年11月 759.9/ﾅ

ベートーヴェンと日本人 浦久  俊彦 新潮社 2020年11月 762.3/ﾍﾞ
ジョン・レノン伝 １９４０－１９８０ 藤本  国彦 毎日新聞出版 2020年11月 767.8/ﾚ

あかるい死にかた 木内  みどり 集英社インターナショナル 2020年11月 778.2/ｷ

ナトセンおすすめシニア映画館 名取  弘文∥編 子どもの未来社 2020年12月 778.2/ﾅ

日本製 三浦  春馬 ワニブックス 2020年4月 778.2/ﾐ
「弱さ」を「強さ」に変えるポジティブラーニング 松岡  修造 文藝春秋 2020年11月 780.2/ﾏ

テレワーカーズ「１分」ストレッチ 田中  千哉 秀和システム 2020年12月 781.4/ﾀ

嬉しいことばが自分を変える ことばの取扱説明書 村上  信夫 ごま書房新社 2020年11月 810.4/ﾑ

マナーはいらない 小説の書きかた講座 三浦  しをん 集英社 2020年11月 901.3/ﾐ

徒然絵つづり百人一首 大田垣  晴子 藝術学舎 2020年12月 911.1/ｵ/ﾌﾞﾗ

わたしの好きな季語 川上  弘美 ＮＨＫ出版 2020年11月 911.3/ｶ/ﾁｬ

夜景座生まれ 最果  タヒ 新潮社 2020年11月 911.5/ｻ/ｸﾛ

サバイバル家族 服部  文祥 中央公論新社 2020年9月 914.6/ﾊ

父  渋沢栄一 渋沢  秀雄 実業之日本社 2020年12月 B289/ｼ

誰も書かなかった安倍晋三 谷口  智彦 飛鳥新社 2020年11月 B312/ﾀ

もちじゅわ中華まんの奇跡 ひぐまのキッチン 石井  睦美 中央公論新社 2020年11月 BF/ｲｼ/3

ネタ元 堂場  瞬一 講談社 2020年11月 BF/ﾄﾞｳ

文字禍・牛人 中島  敦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 BF/ﾅｶ

手長姫  英霊の声 １９３８－１９６６ 三島  由紀夫 新潮社 2020年11月 BF/ﾐｼ

司書のお仕事 本との出会いを届けます ２ 大橋  崇行 勉誠出版 2020年11月 F/ｵｵ/2

とわの庭 小川  糸 新潮社 2020年10月 F/ｵｶﾞ

朝焼けにファンファーレ 織守  きょうや 新潮社 2020年11月 F/ｵﾘ

銀の夜 角田  光代 光文社 2020年11月 F/ｶｸ

悪魔を殺した男 神永  学 講談社 2020年11月 F/ｶﾐ

誘拐ファミリー 新堂  冬樹 双葉社 2020年11月 F/ｼﾝ

それをＡＩと呼ぶのは無理がある 支倉  凍砂 中央公論新社 2020年11月 F/ﾊｾ

アメリカが記録した山口県の空襲 工藤  洋三 工藤洋三 2020年12月 Y391/ｸ

  初期の写真偵察から終戦前日の空襲まで

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

涼宮ハルヒの直観 谷川  流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 SBF/ﾀﾆ

晴れた日は図書館へいこう 緑川  聖司 ポプラ社 2013年7月 SBF/ﾐﾄﾞ/1

晴れた日は図書館へいこう ここから始まる物語 〔２〕 緑川  聖司 ポプラ社 2013年9月 SBF/ﾐﾄﾞ/2

晴れた日は図書館へいこう 夢のかたち 〔３〕 緑川  聖司 ポプラ社 2020年12月 SBF/ﾐﾄﾞ/3

あやかしお宿の十二ケ月。 友麻  碧 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年12月 SBF/ﾕｳ

私を月に連れてって 鈴木  るりか 小学館 2020年11月 SF/ｽｽﾞ

約束の猫 村山  早紀 立東舎 2020年11月 SF/ﾑﾗ

〈児童〉

ピラミッドのサバイバル ３ 洪  在徹 朝日新聞出版 2020年11月 24/ﾎ/3

ビジュアル宇宙探検図鑑 美しい宇宙の謎にせまる 山岡  均∥日本語版監修 ポプラ社 2020年11月 44/ﾋﾞ

ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ 白坂  洋一∥監修 汐文社 2020年10月 50/ﾕ/2

  公共施設のバリアフリー ２

ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ 白坂  洋一∥監修 汐文社 2020年11月 50/ﾕ/3

  町のバリアフリー ３

分解する図鑑 森下  信∥監修  指導 小学館 2020年12月 53/ﾌﾞ

３分間サバイバル 失敗か成功か？運命の選択 粟生  こずえ あかね書房 2020年11月 91/ｱ

レイワ怪談 十六夜の章 ありがとう  ぁみ∥原作 学研プラス 2020年12月 91/ｱ/ｺﾜｲ

おっちょこ魔女先生 魔女修業は危険がいっぱい！ 〔２〕 廣嶋  玲子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 91/ﾋ/2

キミと、いつか。 永遠の“約束” 〔１５〕 宮下  恵茉 集英社 2020年11月 91/ﾐ/15

あしたのことば 森  絵都 小峰書店 2020年11月 91/ﾓ

ピーターラビットのふるさとをまもりたい ビアトリクス・ポターものがたり イラリア  アービナティ 廣済堂あかつき 2020年11月 E/ｱ

さわってさわって ふれあいあかちゃん絵本 えがしら  みちこ 小学館 2020年11月 E/ｴ

いろいろおかしパーティー おおで  ゆかこ アリス館 2020年12月 E/ｵ

でんきつけて！ さいとう　しのぶ チャイルド本社 2020年12月 E/ｻ

悲しみのゴリラ シンディ  ダービー クレヨンハウス 2020年12月 E/ﾀﾞ

ネコとなかよくなろうよ トミー  デ  パオラ 光村教育図書 2020年11月 E/ﾃﾞ

しんかんせん！ 長谷川  朗 くもん出版 2020年11月 E/ﾊ

くらやみきんしの国 エミリー  ハワース＝ブース あかね書房 2020年11月 E/ﾊ

スキニーとガリーのあたらしいともだち はまだ  みわ みらいパブリッシング 2020年11月 E/ﾊ

女の子はなんでもできる！ アリー  パイ 早川書房 2020年12月 E/ﾊﾟ

きらきらぼし ようふ  ゆか チャイルド本社 2020年12月 E/ﾖ

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



あたらしく購入した本　 （２/２０～２/２６） 2021年2月27日作成

◇中央図書館

〈一般〉

読書革命　「本の読み方」で人生が思い通りになる 金川  顕教 総合法令出版 2020年12月 019.1/ｶ

「嫌いっ！」の運用 中野  信子 小学館 2020年12月 141.6/ﾅ

法華経とは何か その思想と背景 植木  雅俊 中央公論新社 2020年11月 183.3/ｳ

お寺のどうぶつ図鑑 今井  淨圓∥監修 二見書房 2020年12月 185.9/ｵ

山口・萩・下関 門司港・津和野 ’２１ まっぷるマガジン 昭文社 2021年1月 291.7/ﾔ/21

るるぶ山陽山陰ベスト ’２２ ＪＴＢパブリッシング 2021年1月 291.7/ﾙ/22

アンダーランド 記憶、隠喩、禁忌の地下空間 ロバート  マクファーレン 早川書房 2020年11月 293/ﾏ

日本が壊れる前に 「貧困」の現場から見えるネオリベの構造 中村  淳彦 亜紀書房 2020年12月 304/ﾅ

その虐殺は皆で見なかったことにした 舟越  美夏 河出書房新社 2020年11月 316.8/ﾌ 

　トルコ南東部ジズレ地下、黙認された惨劇

存在しない女たち キャロライン  クリアド＝ペレス 河出書房新社 2020年11月 367.1/ｸ

　男性優位の世界にひそむ見せかけのファクトを暴く

見えない宇宙の正体 ダークマターの謎に迫る 鈴木  洋一郎 講談社 2020年11月 443.9/ｽ

楽しい雪の結晶観察図鑑 武田  康男 緑書房 2020年12月 451.6/ﾀ 

電柱鳥類学 スズメはどこに止まってる？ 三上  修 岩波書店 2020年11月 488.1/ﾐ

いつか来る死 糸井  重里（他） マガジンハウス 2020年11月 490.14/ｲ

スマホ脳 アンデシュ　ハンセン 新潮社 2020年11月 493.74/ﾊ

パニック症と過呼吸 発作の恐怖・不安への対処法 稲田  泰之∥監修 講談社 2020年11月 493.74/ﾊﾟ

ルポ「命の選別」 誰が弱者を切り捨てるのか？ 千葉  紀和(他) 文藝春秋 2020年11月 498.2/ﾁ

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ  コロナ論 ２ 小林  よしのり 扶桑社 2020年12月 498.6/ｺ

超電導リニアの不都合な真実 川辺  謙一 草思社 2020年12月 516.8/ｶ

いつもの料理が“パっと”おいしくなる魔法 馬場  裕之 三才ブックス 2020年11月 596/ﾊﾞ

　ロバート馬場ちゃんのキッチンｍｅｍｏ

東京脱出論 藻谷  浩介 ブックマン社 2020年11月 601.1/ﾓ
人として生まれたからには、一度は田植えをしてから死のうと決めていました。 藤原  智美 プレジデント社 2020年11月 616.2/ﾌ
　米をつくるということ。
基礎からわかるおいしいオウトウ栽培 富田  晃 農山漁村文化協会 2020年11月 625.5/ﾄ

デンドロビウム １２か月栽培ナビ 江尻  宗一 ＮＨＫ出版 2020年11月 627.5/ｴ

あおり運転 被害者、加害者にならないためのパーフェクトガイド 菰田  潔 彩流社 2020年12月 681.3/ｺ

諸星大二郎　異界への扉　デビュー５０周年記念 諸星  大二郎 河出書房新社 2020年11月 726.1/ﾓ

思い出のスケッチブック Ｅ  Ｈ  シェパード 国書刊行会 2020年11月 726.5/ｼ

　『クマのプーさん』挿絵画家が描くヴィクトリア朝ロンドン

母親だから当たり前？ フツウの母親ってなんですか 龍  たまこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 726/ﾘ

世界の窓辺さんぽ ＷＡＮＤＥＲＬＵＳＴ∥編 光文社 2020年11月 748/ﾜ

ベートーヴェン 音楽の革命はいかに成し遂げられたか 中野  雄 文藝春秋 2020年11月 762.3/ﾍﾞ

パラスポーツマガジンＶｏｌ．８ 実業之日本社 2021年1月 780/ﾊﾟ/8

　障がい者スポーツ＆ライフスタイルマガジン

デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場 河野  啓 集英社 2020年11月 786.1/ｸ

チェス  勝ち方の基本戦術 フレッド  レインフェルド 河出書房新社 2020年11月 796.9/ﾚ

私は夕暮れ時に死ぬと決めている 下重  暁子 河出書房新社 2020年11月 914.6/ｼ

ときどき女装するシングルパパが娘ふたりを育てながら考える家族、愛、性のことなど 仙田  学 ＷＡＶＥ出版 2020年11月 914.6/ｾ

多様性を楽しむ生き方 「昭和」に学ぶ明日を生きるヒント ヤマザキ  マリ 小学館 2020年12月 914.6/ﾔ

死にたいけどトッポッキは食べたい ２ ペク  セヒ 光文社 2020年12月 929.1/ﾍﾟ/2

キングコング・セオリー ヴィルジニー  デパント 柏書房 2020年12月 954.7/ﾃﾞ

同意 ヴァネッサ  スプリンゴラ 中央公論新社 2020年11月 956/ｽ

大奥の縁　おれは一万石 １５ 千野  隆司 双葉社 2020年12月 BF/ﾁﾉ/15

共謀捜査 堂場  瞬一 集英社 2020年12月 BF/ﾄﾞｳ

心をつなぐスープカレー　スープ屋しずくの謎解き朝ごはん　６ 友井  羊 宝島社 2021年1月 BF/ﾄﾓ/6

モナリザの泣きべそ 上 岩間  吾郎 文藝春秋 2020年11月 F/ｲﾜ

モナリザの泣きべそ 下 岩間  吾郎 文藝春秋 2020年11月 F/ｲﾜ

人間椅子 江戸川  乱歩 リットーミュージック 2020年12月 F/ｴﾄﾞ

魔術師 谷崎　潤一郎 リットーミュージック 2020年12月 F/ﾀﾆ

復讐の協奏曲 中山  七里 講談社 2020年11月 F/ﾅｶ

青春とは、 姫野  カオルコ 文藝春秋 2020年11月 F/ﾋﾒ

聖女か悪女 真梨  幸子 小学館 2020年11月 F/ﾏﾘ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

教室に並んだ背表紙 相沢  沙呼 集英社 2020年12月 SF/ｱｲ

エリーゼさんをさがして 梨屋  アリエ 講談社 2020年11月 SF/ﾅｼ

日向丘中学校カウンセラー室 まはら  三桃 アリス館 2020年11月 SF/ﾏﾊ

〈児童〉

ＳＤＧｓのきほん 目標１０  不平等 未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2020年12月 33/ｲ

ＳＤＧｓのきほん 目標１１　まちづくり 未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2020年12月 33/ｲ

地球村の子どもたち マイノリティ 途上国から見たＳＤＧｓ　４ 石井  光太 少年写真新聞社 2020年12月 33/ｲ/4

人口減少で日本はどうなる？ 未来の社会について考えよう！ 河合  雅司 ＰＨＰ研究所 2020年12月 33/ｶ

こども手に職図鑑 ＡＩに取って代わられない仕事１００ 子供の科学と手に職図鑑編集委員会∥編 誠文堂新光社 2020年11月 36/ｺ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

藤井旭の天文年鑑 スターウォッチング完全ガイド ２０２１年版 藤井  旭 誠文堂新光社 2020年12月 44/ﾌ/21

感染症と人類のたたかい　教えて！感染症　「かぜ」から「新型コロナ」まで　２ 土井  洋平∥監修 小峰書店 2020年11月 49/ｵ/2

感染症の影響と予防　教えて！感染症　「かぜ」から「新型コロナ」まで ３ 土井  洋平∥監修 小峰書店 2020年12月 49/ｵ/3

地球・宇宙探検　学研の図鑑ＬＩＶＥスペシャル 吉川  真∥監修 学研プラス 2020年12月 53/ﾁ

おとのさま、まほうつかいになる 中川  ひろたか 佼成出版社 2020年12月 91/ﾅ

妖怪の子預かります ８ 廣嶋  玲子 東京創元社 2020年11月 91/ﾋ/8

ともだちのひみつ　みけねえちゃんにいうてみな 村上  しいこ 理論社 2020年12月 91/ﾑ

純情！卓球部 横沢  彰 新日本出版社 2020年12月 91/ﾖ

ひとがペットをかうのはなぜ？　チコちゃんに叱られる ４ オオシカ  ケンイチ 文溪堂 2021年1月 E/ｵ

かなしみのぼうけん 近藤  薫美子 ポプラ社 2021年2月 E/ｺ

おともだちになってくれる？ アニタ  ジェラーム 評論社 2020年12月 E/ｼﾞ

ながれぼし 武田  康男∥監修・写真 岩崎書店 2020年12月 E/ﾀ

きょうはおかねがないひ ケイト  ミルナー 合同出版 2020年12月 E/ﾐ

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


