
あたらしく購入した本　 （２/２７～３/５） 2021年3月6日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＸａａＳの衝撃 すべてがサービス化する新ビジネスモデル 日経産業新聞∥編 日本経済新聞出版本部 2020年12月 007.3/ﾆ

本には読む順番がある 「最初の１冊」から「仕上げの１冊」まで 齋藤  孝 クロスメディア・パブリッシング 2020年12月 019.1/ｻ

急に「変われ」と言われても 熊野  英一　他∥編著 小学館 2020年12月 159/ｸ

  「この先どうすれば？」が解決する、先駆者たちの言葉

ほほえみを忘れずに。ルンルンでいきましょう 美輪  明宏 家の光協会 2020年12月 159/ﾐ

聖書を知ると英語も映画も１０倍楽しい 字幕翻訳虎の巻 小川  政弘 いのちのことば社 2020年11月 193/ｵ

暗殺の幕末維新史 桜田門外の変から大久保利通暗殺まで 一坂  太郎 中央公論新社 2020年11月 210.5/ｲ

推古天皇 遺命に従うのみ群言を待つべからず 義江  明子 ミネルヴァ書房 2020年12月 288.4/ｽ

板垣退助 自由民権指導者の実像 中元  崇智 中央公論新社 2020年11月 289.1/ｲ

トルコの人がみんな親切だった話 野宮  レナ イースト・プレス 2021年1月 292.7/ﾉ

山本太郎とＮ国党　ＳＮＳが変える民主主義 真鍋  厚 光文社 2020年11月 312.1/ﾏ

文在寅〔ムン ジェイン〕時代の韓国　「弔い」の民主主義 文  京洙〔ムン ギョンス〕 岩波書店 2020年11月 312.2/ﾑ

身の回りから人権を考える８０のヒント 武部  康広 解放出版社 2020年12月 316.1/ﾀ 

あれからどうなった？マイナンバーとマイナンバーカード 黑田  充 日本機関紙出版センター 2020年12月 317.6/ｸ

 待ち受けるのはプロファイリングと選別

知事の真贋 片山  善博 文藝春秋 2020年11月 318.1/ｶ

安倍・菅政権ｖｓ．検察庁 暗闘のクロニクル 村山  治 文藝春秋 2020年11月 327.1/ﾑ

リープフロッグ 逆転勝ちの経済学 野口  悠紀雄 文藝春秋 2020年12月 330.4/ﾉ

ＳＤＧｓ SDGs 危機の時代の羅針盤 南  博　他 岩波書店 2020年11月 331/ﾐ

テレワークの達人がやっているゆかいな働き方 林  雄司 青春出版社 2020年12月 336.4/ﾊ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

儲かる副業図鑑 在宅勤務のスキマに始める８０のシゴト 山田  真哉 小学館 2020年12月 366.2/ﾔ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

老いの落とし穴 遙  洋子 幻冬舎 2020年11月 367.7/ﾊ

自殺対策白書 令和２年版 日経印刷 2020年12月 368.3/ｼﾞ/20

あなたの老後を助けるケアマネさんの仕事がわかる本 沖藤  典子 岩波書店 2020年12月 369.2/ｵ

弱さの研究 「弱さ」で読み解くコロナの時代 向谷地  生良　他 くんぷる 2020年11月 369.2/ﾑ

「１０の姿」で展開する！幼児教育の計画＆実践アイデア 浅井  拓久也∥編著 明治図書出版 2021年1月 376.1/ｱ

  ＩＣＴを活用した実践例を収録！

ヤバい勉強脳 すぐやる、続ける、記憶する科学的学習スタイル 菅原  洋平 飛鳥新社 2020年12月 379.7/ｽ
おうちモンテッソーリはじめます 「生き抜く力」の伸ばし方 シモーン  デイヴィス 永岡書店 2020年11月 379.9/ﾃﾞ

もののけの日本史 死霊、幽霊、妖怪の１０００年 小山  聡子 中央公論新社 2020年11月 387/ｺ

どんじり医 松永  正訓 ＣＣＣメディアハウス 2020年11月 493.9/ﾏ

“歩く力”を落とさない！新しい「足」のトリセツ 下北沢病院医師団 日経ＢＰ 2020年12月 498.3/ｼ

新型コロナからいのちを守れ！ 理論疫学者・西浦博の挑戦 西浦  博 中央公論新社 2020年12月 498.6/ﾆ

間違いだらけのクルマ選び ２０２１年版 島下  泰久 草思社 2020年12月 537/ｼ/21

マツダ１００年 車づくりと地域 中国新聞社報道センター経済担当 中国新聞社 2020年12月 537/ﾁ

東電刑事裁判福島原発事故の責任を誰がとるのか 海渡  雄一 彩流社 2020年12月 543.5/ｶ
これが登美さんの“福吹く”暮らし 天然素材と遊び心、３６５日が心地いい 松場  登美 婦人之友社 2020年12月 590/ﾏ

料理大好き小学生がフランスの台所で教わったこと ケイタ 自然食通信社 2020年11月 596.23/ｹ

０～２歳あそびかた事典 いっぱい笑うすくすく育つ 竹内  エリカ 日本文芸社 2020年12月 599/ﾀ

横丁の戦後史 東京五輪で消えゆく路地裏の記憶 フリート横田 中央公論新社 2020年12月 673.9/ﾌ

交響録Ｎ響で出会った名指揮者たち 茂木  大輔 音楽之友社 2020年10月 762.8/ﾓ

消えた甲子園 ２０２０高校野球僕らの夏 朝日放送テレビ「２０２０高校野球僕らの夏」取材班 集英社 2020年12月 783.7/ｱ

ＮＨＫラジオ深夜便  文豪通信 中川  越 河出書房新社 2020年12月 910.2/ﾅ

遺言未満、 椎名  誠 集英社 2020年12月 914.6/ｼ

短編ミステリの二百年 ４ リッチー∥他著 東京創元社 2020年12月 B908/ﾀ/4

ラスト・トライアル ロバート  ベイリー 小学館 2021年1月 B933/ﾍﾞ/3

相棒 ｓｅａｓｏｎ１８  下 輿水  泰弘　他∥脚本 朝日新聞出版 2020年12月 BF/ｺｼ/18

●新着資料リスト●



オルタネート 加藤  シゲアキ 新潮社 2020年11月 F/ｶﾄ

いつの空にも星が出ていた 佐藤  多佳子 講談社 2020年10月 F/ｻﾄ

十の輪をくぐる 辻堂  ゆめ 小学館 2020年12月 F/ﾂｼﾞ

旅する練習 乗代  雄介 講談社 2021年1月 F/ﾉﾘ

北条五代 上 火坂  雅志　他 朝日新聞出版 2020年12月 F/ﾋｻ

北条五代 下 火坂  雅志　他 朝日新聞出版 2020年12月 F/ﾋｻ

別ればなし  ＴＯＫＹＯ  ２０２０． ＬｉＬｙ 幻冬舎 2020年12月 F/ﾘﾘ

〈ティーンズ〉

新本格魔法少女りすか ３ 西尾  維新 講談社 2020年12月 SBF/ﾆｼ/3

ヨンケイ！！ 天沢  夏月 ポプラ社 2021年1月 SF/ｱﾏ

〈児童〉

見たい！知りたい！図書館はうら側もすごい！ 小田  光宏∥監修 ＷＡＶＥ出版 2020年12月 01/ﾐ

世界史探偵コナン マルコ・ポーロの真実 名探偵コナン歴史まんが ４ 青山  剛昌∥原作 小学館 2020年12月 20/ｱ/4

世界史探偵コナン 黒死病の真実 名探偵コナン歴史まんが ５ 青山  剛昌∥原作 小学館 2020年12月 20/ｱ/5

世界史探偵コナン 切り裂きジャックの真実 名探偵コナン歴史まんが ６ 青山  剛昌∥原作 小学館 2020年12月 20/ｱ/6

渋沢栄一 近代日本の経済を築いた情熱の人 芝田  勝茂 あかね書房 2020年12月 28/ｼ

感染しないひなん所生活 災害がくる前に教えてはるえ先生！ 岡田  晴恵 フレーベル館 2020年12月 36/ｵ

  新型コロナウイルスとこわい感染症から身をまもろう

超高層ビルのサバイバル 生き残り作戦 １ ポップコーン  ストーリー 朝日新聞出版 2020年12月 52/ﾎﾟ/1

みそしるをつくる 高山  なおみ ブロンズ新社 2020年11月 59/ﾀ/ﾘｮｳﾘ

ジャレットと魔法のコイン あんびる  やすこ ポプラ社 2020年11月 91/ｱ

ネムノキをきらないで 岩瀬  成子 文研出版 2020年12月 91/ｲ

リンゴちゃんのいえで 角野  栄子 ポプラ社 2021年1月 91/ｶ

妖怪の子預かります ９ 廣嶋  玲子 東京創元社 2020年12月 91/ﾋ/9

名探偵コナン  ブラックインパクト！組織の手が届く瞬間 水稀  しま 小学館 2020年12月 91/ﾐ

みたらみられた たけがみ  たえ アリス館 2021年1月 E/ﾀ

〈高千帆分館〉

動物探偵ミア 〔１０〕 ダイアナ  キンプトン ポプラ社 2021年1月 93/ｷ/10

〈赤崎分館〉

定年後の作法 林  望 筑摩書房 2020年12月 159.7/ﾊ

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



あたらしく購入した本　 （３/６～３/１２） 2021年3月13日作成

◇中央図書館

〈一般〉

伊勢神宮参拝旅完全ガイド ゆったり＆じっくり楽しむ 「伊勢神宮参拝旅完全ガイド」製作委員会 講談社 2020年12月 175.8/ｲ

るるぶ山口  萩  下関 門司港津和野 ’２２ ＪＴＢパブリッシング 2021年2月 291.7/ﾙ/22

ルンタ 竹沢  うるま 小学館 2021年1月 292.2/ﾀ

一気にわかる！池上彰の世界情勢 ２０２１ 池上  彰 毎日新聞出版 2021年1月 302/ｲ/21

総理大臣菅義偉の大罪 佐高  信 河出書房新社 2020年12月 312.1/ｻ

「徴用工」問題とは何か 波多野  澄雄 中央公論新社 2020年12月 319.1/ﾊ

　朝鮮人労務動員の実態と日韓対立

ソーシャルディスタンスでデジタル化する社会の闇 髙瀨  堅吉 徳間書店 2020年12月 361.6/ﾀ

　本当の自分がわからない若者、捨てられる５０代

「非正規」六法 有期雇用やアルバイトで損せず生活するために 飯野  たから 自由国民社 2020年12月 366.8/ｲ

事件現場清掃人 死と生を看取る者 高江洲  敦 飛鳥新社 2020年12月 368.3/ﾀ

地域を変えるソーシャルワーカー 朝比奈  ミカ∥編 岩波書店 2021年1月 369.1/ｱ

震災と死者 東日本大震災・関東大震災・濃尾地震 北原  糸子 筑摩書房 2021年1月 369.3/ｷ

むすびえのこども食堂白書 湯浅  誠 本の種出版 2020年12月 369.4/ﾕ

　地域インフラとしての定着をめざして

宇宙に行くことは地球を知ること 「宇宙新時代」を生きる 野口  聡一（他） 光文社 2020年9月 538.9/ﾉ

手作りを楽しむ蜜ろう入門 安藤  竜二 農山漁村文化協会 2020年12月 576.4/ｱ

　キャンドル、蜜ろうラップ、木工クリームなど

てんきち母ちゃんの１５分！スープひとつで満足ごはん 井上  かなえ 講談社 2020年12月 596/ｲ/ｵﾚ

居酒屋店長特製の欲望おにぎりとよろこび丼 ＲＩＫＡ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年12月 596.3/ﾘ

１日５分からの断捨離　モノが減ると、時間が増える やました  ひでこ 大和書房 2020年12月 597.5/ﾔ

こんなものまで運んだ！日本の鉄道 和田  洋 交通新聞社 2020年12月 686.6/ﾜ

　お金にアートに、動物……知られざる鉄道の輸送力

やがて鐘は鳴る 奇蹟のピアニスト人生哲学 フジコ  ヘミング 双葉社 2020年12月 762.3/ﾍ

本音の置き場所 バービー 講談社 2020年11月 779.1/ﾊﾞ

証言  羽生世代 大川  慎太郎 講談社 2020年12月 796/ｵ

ミンネのかけら ムーミン谷へとつづく道 冨原  眞弓 岩波書店 2020年9月 914.6/ﾄ

マイ・シスター、シリアルキラー オインカン  ブレイスウェイト 早川書房 2021年1月 933.7/ﾌﾞ

炎と血 １ ジョージ  Ｒ  Ｒ  マーティン 早川書房 2020年12月 933.7/ﾏ/1

透明性 マルク  デュガン 早川書房 2020年10月 953.7/ﾃﾞ

大事なときに緊張しないですむ方法 松本  桂樹 大和書房 2020年12月 B141/ﾏ

初女お母さんの愛の贈りもの おむすびに祈りをこめて 佐藤  初女 中央公論新社 2020年12月 B596/ｻ

激流 渋沢栄一の若き日 大佛  次郎 朝日新聞出版 2021年1月 BF/ｵｻ

あやかしよろず相談承ります 伽古屋  圭市 双葉社 2021年1月 BF/ｶｺ

極道保育　わんわん保育園は今日もにぎやか 佐野  晶 角川春樹事務所 2020年12月 BF/ｻﾉ

あんの青春  若葉の季　お勝手のあん ３ 柴田  よしき 角川春樹事務所 2020年12月 BF/ｼﾊﾞ/3

ギフト 原田  マハ ポプラ社 2021年1月 BF/ﾊﾗ

志保のバラ 新・口中医桂助事件帖 和田  はつ子 小学館 2021年1月 BF/ﾜﾀﾞ

汚れた手をそこで拭かない 芦沢  央 文藝春秋 2020年9月 F/ｱｼ

八月の銀の雪 伊与原  新 新潮社 2020年10月 F/ｲﾖ

魯肉飯のさえずり（ロバプンのさえずり） 温  又柔 中央公論新社 2020年8月 F/ｵﾝ

天を測る 今野  敏 講談社 2020年12月 F/ｺﾝ

アンダードッグス 長浦  京 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年8月 F/ﾅｶﾞ

比例区は「悪魔」と書くのだ、人間ども 藤崎  翔 光文社 2020年12月 F/ﾌｼﾞ

空の轍と大地の雲と 山田  深夜 双葉社 2021年1月 F/ﾔﾏ

安倍家の素顔 安倍家長男が語る家族の日常 安倍  寛信 オデッセー出版 2020年12月 Y288/ｱ

〈児童〉

ピラミッドのサバイバル ４ 洪  在徹 朝日新聞出版 2021年1月 24/ﾎ/4

渋沢栄一 誠意とそろばんで戦った近代化の父 大石  学∥監修 学研プラス 2021年2月 28/ｼ

藤井旭の星座をさがそう 藤井  旭 誠文堂新光社 2021年1月 44/ﾌ

　四季の星空の見方・楽しみ方がわかる

絶景のふしぎ１００　世界と日本の美しい風景・すごい地形のなぜ 佐野  充∥監修 偕成社 2021年1月 45/ｾﾞ

●新着資料リスト●



国谷裕子と考える気候危機と脱炭素社会 国谷  裕子∥監修 文溪堂 2021年1月 51/ｸ

　地球の悲鳴が聞こえませんか？

キミをだれにもゆずれない！　一年間だけ。６ 安芸  咲良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年1月 91/ｱ/6

わたしのあのこ　あのこのわたし 岩瀬  成子 ＰＨＰ研究所 2021年2月 91/ｲ

きみと手をつないで　きみと１００年分の恋をしよう〔３〕 折原  みと 講談社 2021年1月 91/ｵ/3

かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー　闇の中の真実 高木  敦史 ポプラ社 2020年12月 91/ﾀ

妖怪の子預かります １０ 廣嶋  玲子 東京創元社 2020年12月 91/ﾋ/10

若おかみは小学生！スペシャル短編集 ３ 令丈  ヒロ子 講談社 2020年12月 91/ﾚ/3

消えない叫び　Ｓｃｒｅａｍ！絶叫コレクション〔３〕 Ｒ．Ｌ．スタイン∥監修 理論社 2020年12月 93/ｽ/ｺﾜｲ

にんじゃじゃ！ 岡本  よしろう 文溪堂 2021年1月 E/ｵ

ぜったいにおしちゃダメ？ ラリーとおばけ ビル  コッター サンクチュアリ出版 2021年1月 E/ｺ

せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース  ネグレー 光村教育図書 2020年12月 E/ﾈ

〈高千帆分館〉

野良犬の値段 百田  尚樹 幻冬舎 2020年12月 F/ﾋﾔ

ホットクックのからだが喜ぶレシピ 切って入れるだけ、毎日ヘルシー！ 小林  まさみ（他） 世界文化社 2020年11月 596/ｺ

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



あたらしく購入した本　 （３/１３～３/１９） 2021年3月21日作成

◇中央図書館

〈一般〉

コピーして使える小・中学校の授業を高める学校図書館活用法 渡辺  暢恵 黎明書房 2021年1月 017/ﾜ

ゲッターズ飯田の五星三心占い ２０２１完全版 ゲッターズ飯田 幻冬舎 2020年11月 148/ｹﾞ

１日１話、読めば心が熱くなる３６５人の仕事の教科書 藤尾  秀昭∥監 致知出版社 2020年11月 159.8/ｲ

パンデミック後の世界  １０の教訓 ファリード  ザカリア 日本経済新聞出版本部 2021年1月 304/ｻﾞ

叩かれるから今まで黙っておいた「世の中の真実」 ひろゆき (西村 博之) 三笠書房 2020年12月 304/ﾆ

バイデン就任演説 バイデン∥〔述〕 朝日出版社 2021年2月 312.5/ﾊﾞ

命がけの証言 清水  ともみ　他 ワック 2021年1月 316.8/ｼ

ロッキード 真山  仁 文藝春秋 2021年1月 326.2/ﾏ

同一労働同一賃金Ｑ＆Ａ ガイドライン・判例から読み解く 第３版 高仲  幸雄 経団連出版 2020年12月 366.4/ﾀ

東日本大震災 ３．１１生と死のはざまで 金田  諦應 春秋社 2021年1月 369.3/ｶ

ロヒンギャ危機 「民族浄化」の真相 中西  嘉宏 中央公論新社 2021年1月 369.3/ﾅ

災害からの命の守り方 私が避難できたわけ 森松  明希子 文芸社 2021年1月 369.3/ﾓ

きかんしゃトーマスでつなげる非認知能力子育てブック 東京学芸大こども未来研究所 東京書籍 2021年1月 379.9/ﾄ

重力波発見の物語 荒舩  良孝 技術評論社 2021年1月 441.1/ｱ

ＬＩＦＥＳＰＡＮ 老いなき世界 デビッド  Ａ  シンクレア 東洋経済新報社 2020年9月 491.35/ｼ

たたかう免疫 人体ｖｓウイルス真の主役 ＮＨＫスペシャル取材班 講談社 2021年1月 491.8/ｴ

心不全 知って防いでいたわって元気に１００歳まで生きる本 小室  一成 主婦の友社 2021年2月 493.23/ｺ

不整脈  文響社 2020年10月 493.23/ﾌ

  心房細動・期外収縮 心臓病の名医が教える最高の治し方大全

１分で効く！下痢止めＢＯＯＫ 加藤  直哉 径書房 2020年12月 493.46/ｶ

  過敏性腸症候群〈ＩＢＳ〉を自分の力で治す本

食べて、やせる！おうちｄｅダイエット 菊池  真由子 三笠書房 2021年1月 498.58/ｷ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

僕が「ＰＣＲ」原理主義に反対する理由 岩田  健太郎 集英社インターナショナル 2020年12月 498.6/ｲ

  幻想と欲望のコロナウイルス

新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田  晴恵 実業之日本社 2020年12月 498.6/ｵ

手話の学校と難聴のディレクター 長嶋  愛 筑摩書房 2021年1月 699.6/ﾅ

  ＥＴＶ特集「静かで、にぎやかな世界」制作日誌

桜庭一樹のシネマ桜吹雪 桜庭  一樹 文藝春秋 2021年1月 778/ｻ

朝日キーワード ２０２２ 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版 2021年1月 813.7/ｱ/ｱｶ

誓願 マーガレット  アトウッド 早川書房 2020年10月 933.7/ｱ

初めて彼を買った日 石田  衣良 講談社 2021年1月 BF/ｲｼ

死香探偵 生死の狭間で愛は香る 〔４〕 喜多  喜久 中央公論新社 2021年1月 BF/ｷﾀ
作ってあげたい小江戸ごはん ほくほく里芋ごはんと父の見合い ３ 高橋  由太 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年1月 BF/ﾀｶ/3

裏切り 江戸の御庭番 ７ 藤井  邦夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年1月 BF/ﾌｼﾞ/7

インビジブル 坂上  泉 文藝春秋 2020年8月 F/ｻｶ

零から０へ まはら  三桃 ポプラ社 2021年1月 F/ﾏﾊ

〈ティーンズ〉

詩人になりたいわたしＸ エリザベス  アセヴェド 小学館 2021年1月 S933/ｱ

銀獣の集い 廣嶋玲子短編集 廣嶋  玲子 東京創元社 2021年1月 SF/ﾋﾛ

〈高千帆分館〉

化け者心中 蝉谷  めぐ実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年10月 F/ｾﾐ

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

●新着資料リスト●



あたらしく購入した本　 （３/２１～４/２） 2021年4月3日作成

◇中央図書館

〈一般〉

真実をつかむ 調べて聞いて書く技術 相澤  冬樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 070.1/ｱ

百田尚樹の新・相対性理論 人生を変える時間論 百田  尚樹 新潮社 2021年1月 112/ﾋ

こころを軽くする言葉 対人関係の不安を消す アルフレッド  アドラー 興陽館 2021年2月 146.1/ｱ

不登校中学生だった僕の月収８桁の稼ぎ方 キメラゴン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年1月 159.7/ｷ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

世渡りの修養・処世訓言集 渋沢  栄一 徳間書店 2021年1月 159/ｼ

香港の民主化運動と信教の自由 教文館 2021年1月 192.2/ﾎ

星野道夫 約束の川 星野  道夫 平凡社 2021年2月 295.3/ﾎ

アフリカ人学長、京都修行中 ウスビ  サコ 文藝春秋 2021年2月 302.1/ｻ

すぐに役立つ債権回収から継続取引、遺言、信託まで 森  公任∥監修 三修社 2021年1月 327.1/ｽ

  改正対応公正証書のしくみと実践書式集

それ、やってはいけない！ハラスメント大全 野原  蓉子∥監修 青春出版社 2021年2月 336.4/ｿ/ﾐｽﾞ

統計でみる日本 ２０２１ 日本統計協会∥編集 日本統計協会 2021年1月 351/ﾄ/21

失われた賃金を求めて イ  ミンギョン タバブックス 2021年2月 366.3/ｲ

あなたの大切なひとを守るために 中野  淑子 旬報社 2021年1月 366.9/ﾅ

  残された妻の過労死防止法実現への記録

スマホで子どもが騙される 元捜査一課刑事が明かす手口 佐々木  成三 青春出版社 2021年2月 367.6/ｻ

  親の知らないＳＮＳ・ネットの危険な世界

だから、みんなちがっていい 高濱  正伸 他 扶桑社 2021年2月 370.4/ﾀ

スマホ・ケータイ持ち込みの基本ルール 竹内  和雄 学事出版 2021年2月 375.2/ﾀ

  学校でのリスク・トラブルをどう防ぐか

動画で学ぶやさしい手話 動画と写真、イラストでだれでもできる！ 豊田  直子 日本文芸社 2021年3月 378.2/ﾄ

耳をすまして目をこらす いろとりどりの子どものきもち 宮里  暁美 赤ちゃんとママ社 2021年2月 379.9/ﾐ

学名の秘密 生き物はどのように名付けられるか スティーヴン  Ｂ  ハード 原書房 2021年1月 460.3/ﾊ

野生ミツバチの知られざる生活 トーマス  シーリー 青土社 2021年2月 486.7/ｼ

眼圧リセット 手のひらマッサージで目の不調がスッキリ整う 清水  ろっかん 飛鳥新社 2021年2月 496.36/ｼ

「エビデンス」の落とし穴 「健康にいい」情報にはランクがあった！ 松村  むつみ 青春出版社 2021年2月 498/ﾏ/ｹﾝｺｳﾎｳ

そこに工場があるかぎり 小川  洋子 集英社 2021年1月 509.2/ｵ

紙の上のタイムトラベル 鉄道と時刻表の１５０年 松本  典久 東京書籍 2021年2月 686.2/ﾏ

おかあさんの扉 １０ 伊藤  理佐 オレンジページ 2021年3月 726/ｲ/10

スナック  キズツキ 益田  ミリ マガジンハウス 2021年1月 726/ﾏ

読売報道写真集 ２０２１ 読売新聞東京本社 2021年2月 748/ﾖ/21

４７都道府県・やきもの百科 神崎  宣武 丸善出版 2021年1月 751.1/ｶ
ジャニス・ジョプリン 孤独と破滅の歌姫、５０年目の祈り 河出書房新社 2021年1月 767.8/ｼﾞ

すこしずるいパズル たつなみ アリス館 2021年1月 798/ﾀ

エマ・ワトソンの国連スピーチを英語で読む 畠山  雄二 開拓社 2021年1月 837.5/ﾊ

  「男らしさ」と「女らしさ」の呪縛から逃れるために

マスクは踊る 東海林  さだお 文藝春秋 2021年1月 914.6/ｼ

はじまりの２４時間書店 ロビン  スローン 東京創元社 2021年1月 933.7/ｽ

中国の歴史  ８ 遼  西夏  金  元 講談社 2021年2月 B222/ﾁ/8

ひとりが好きなあなたへ ２ 銀色  夏生 幻冬舎 2021年2月 B911/ｷﾞ/2

勘定侍柳生真剣勝負 ３ 画策 上田  秀人 小学館 2021年2月 BF/ｳｴ/3

老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野  アンナ 朝日新聞出版 2021年2月 F/ｵｷﾞ

国道食堂 ２ｎｄ  ｓｅａｓｏｎ 小路  幸也 徳間書店 2021年1月 F/ｼﾖ/2

レノファ山口ＦＣ  公式シーズンブック レノファ山口 2021年1月 Y783/ﾚ

  ２０２０シーズン総括 ２０２０－２０２１

ＲＥＮＯＦＡ  ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ ＦＣ  ＯＦＦＩＣＩＡＬ  ＧＵＩＤＥ  ＢＯＯＫ レノファ山口 2021年1月 Y783/ﾚ

  公式観戦ガイドブック ２０２１

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

トラネコボンボンのお料理絵本 旅するレストラン 中西  なちお 白泉社 2020年12月 SF/ﾅｶ

〈児童〉

まだある！！アレにもコレにも！モノのなまえ事典 杉村  喜光 ポプラ社 2021年2月 03/ｽ

おすしやさんにいらっしゃい！ 生きものが食べものになるまで おかだ  だいすけ 岩崎書店 2021年2月 59/ｵ

和食のだしは海のめぐみ １ 昆布 阿部  秀樹 偕成社 2020年12月 66/ｱ/1

和食のだしは海のめぐみ ２ 鰹節 阿部  秀樹 偕成社 2021年1月 66/ｱ/2

和食のだしは海のめぐみ ３ 煮干 阿部  秀樹 偕成社 2021年2月 66/ｱ/3

日本の伝統文様をさがそう １ 季節を感じる文様 熊谷  博人 大月書店 2020年11月 72/ｸ/1

日本の伝統文様をさがそう ２ 動物園・公園で楽しむ文様 熊谷  博人 大月書店 2021年1月 72/ｸ/2

日本の伝統文様をさがそう ３ 身近なものから調べる文様 熊谷  博人 大月書店 2021年2月 72/ｸ/3

三毛猫ホームズの古時計 赤川  次郎 汐文社 2021年2月 91/ｱ

ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き シャ・キ・ペシュ理容店のジョアン 北川  佳奈 学研プラス 2021年2月 91/ｷ

でんごんゲーム 宮下  すずか くもん出版 2021年2月 91/ﾐ

妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈  ヒロ子 あすなろ書房 2021年2月 91/ﾚ

レ・ミゼラブル ああ無情 愛の力で、どんな困難も乗りこえてみせる！ ビクトル  ユゴー 学研プラス 2021年2月 95/ﾕ

そしておめでとう えがしら  みちこ ニジノ絵本屋 2021年1月 E/ｴ

でんしゃくるかな？ きくち  ちき 福音館書店 2021年2月 E/ｷ

みち さいとう  しのぶ ひさかたチャイルド 2021年2月 E/ｻ

もぐらどろぼう 桂文我のまぬけなどろぼう ささめや  ゆき ＢＬ出版 2021年2月 E/ｻ

はろるどのサーカス クロケット  ジョンソン 出版ワークス 2021年2月 E/ｼﾞ

アイツだけ、ずるい！ 公平性 鈴木  友唯 ほるぷ出版 2021年1月 E/ｽ

グーチョキパーのうた 長谷川  義史 解放出版社 2021年4月 E/ﾊ

もしかして… クリス  ホートン ＢＬ出版 2021年2月 E/ﾎ

ぱくぱくはんぶん 南  伸坊 福音館書店 2021年2月 E/ﾐ

ひびけわたしのうたごえ ジュリー  モースタッド 福音館書店 2021年2月 E/ﾓ

いぬのせんせい ジュリー  リッティ グランまま社 2021年1月 E/ﾘ

くまのルイス ジュリー  ローウィン  ゾック ＢＬ出版 2021年2月 E/ﾛ

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


