
あたらしく購入した本　 （６/２６～７/２） 2021年7月3日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ドラゴン桜  超バカ読書 思考力↑表現力↑読解力↑の東大式９９冊！ 桜木  建二 徳間書店 2021年4月 019/ｻ

幸せな人生のつくり方 今だからできることを 坂東  眞理子 祥伝社 2021年5月 159/ﾊﾞ

アースダイバー  神社編 中沢  新一 講談社 2021年4月 175/ﾅ

戦争というもの 半藤  一利 ＰＨＰ研究所 2021年5月 210.7/ﾊ

氏名の誕生 江戸時代の名前はなぜ消えたのか 尾脇  秀和 筑摩書房 2021年4月 288.1/ｵ

西国将軍  池田輝政 姫路城への軌跡 中元  孝迪 神戸新聞総合出版センター 2021年4月 289.1/ｲ

徳川家康 時々を生き抜いた男 藤井  讓治 山川出版社 2021年4月 289.1/ﾄ

日本百ひな泉 これからの温泉の新基準！ 岩本  薫　他 みらいパブリッシング 2021年5月 291/ｲ

しあわせパンの旅  関西  中国・四国 こんどの休日、あの町のパン屋さんへ 昭文社 2021年5月 291/ｼ

日本人が知らない世界の黒幕 メディアが報じない真実 馬渕  睦夫 ＳＢクリエイティブ 2021年5月 304/ﾏ

バイデンの光と影 エヴァン  オスノス 扶桑社 2021年5月 312.5/ｵ

救国のアーカイブ 公文書管理が日本を救う 倉山  満 ワニブックス 2021年6月 317.6/ｸ

悪魔の証明 なかったことを「なかった」と説明できるか 谷岡  一郎 筑摩書房 2021年5月 327.2/ﾀ

「現金給付」の経済学 反緊縮で日本はよみがえる 井上  智洋 ＮＨＫ出版 2021年5月 332.1/ｲ

〈完全攻略〉オンライン・ＷＥＢ面接 中園  久美子 ダイヤモンド社 2021年4月 377.9/ﾅ/ｱｶ

  「リアルじゃない」を武器にする内定獲得ノウハウ８６

子どもの才能を伸ばすモンテッソーリ教具１００ おうちでも簡単に作れる！ 藤崎  達宏　他 三笠書房 2021年4月 379.9/ﾌ

宇宙の見え方が変わる物理学入門 小林  晋平 ベレ出版 2021年4月 420.4/ｺ

絶滅魚クニマスの発見 私たちは「この種」から何を学ぶか 中坊  徹次 新潮社 2021年4月 487.6/ﾅ

乳がんの本 乳腺専門医がわかりやすく解説 髙橋  かおる アストラハウス 2021年5月 495.46/ﾀ

言語聴覚士になろう！ みやの  ひろ 青弓社 2021年4月 498.14/ﾐ/ｱｵ

フクシマ  土壌汚染の１０年 放射性セシウムはどこへ行ったのか 中西  友子 ＮＨＫ出版 2021年4月 519.5/ﾅ

パリのおうち時間 変わらないこと、変わったこと。私が大切にしていること。 中村  江里子 扶桑社 2021年5月 590.4/ﾅ

パリの小さなアパルトマンで楽しむおうち時間 とのまりこ 世界文化ブックス 2021年6月 590/ﾄ

  誰でもすぐに真似できるシンプルシックで心地よい暮らし

はじめて作るペーパーフラワー ほんものみたいなクレープペーパーのお花たち 吉村  彩 ブティック社 2021年5月 594.8/ﾖ/ｱｶ

羊毛フェルトで作る思いやりせっけん 寺西  恵里子 日東書院本社 2021年5月 594.9/ﾃ/ｺﾞﾙ

こねないおうちパン ソフト系もハード系も 浜内  千波 辰巳出版 2021年4月 596.63/ﾊ

子育てで眠れないあなたに 森田  麻里子　他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 599.4/ﾓ

  夜泣きドクターと睡眠専門ドクターが教える細切れ睡眠対策

１㎡からはじめる自然菜園 草を活かして、無農薬で野菜がぐんぐん育つ！ 竹内  孝功 ワン・パブリッシング 2021年5月 626/ﾀ

はじめてのオージープランツ図鑑 遠藤  昭 青春出版社 2021年5月 627.7/ｴ

  人気のオーストラリア原産庭木・草花２００種 日本の気候で育てる基本とコツ

エコクラフトで作る編み地を楽しむかご ５種類の技法で編む 荒関  まゆみ 朝日新聞出版 2021年4月 754.9/ｱ/ｱｶ

俺の家の話 宮藤  官九郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 912.7/ｸ

東京ディストピア日記 桜庭  一樹 河出書房新社 2021年4月 915.6/ｻ

シブヤで目覚めて アンナ  ツィマ 河出書房新社 2021年4月 989.5/ﾂ

小説  妖怪大戦争  ガーディアンズ 荒俣  宏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 BF/ｱﾗ

キャラクター 長崎  尚志 小学館 2021年5月 BF/ﾅｶﾞ

あるヤクザの生涯 安藤昇伝 石原  慎太郎 幻冬舎 2021年5月 F/ｲｼ

満天の花 佐川  光晴 左右社 2021年5月 F/ｻｶﾞ

ヒポクラテスの悔恨 中山  七里 祥伝社 2021年5月 F/ﾅｶ

●新着資料リスト●



〈児童〉

ネットの約束 今から知っておきたいルールとマナー 日経ＢＰコンサルティング情報セキュリティ研究会 日経ＢＰコンサルティング 2021年4月 00/ﾆ

世界史探偵コナン アラビアンナイトの真実 名探偵コナン歴史まんが １０ 青山  剛昌∥原作 小学館 2021年5月 20/ｱ/10

世界史探偵コナン マリー・アントワネットの真実 名探偵コナン歴史まんが １１ 青山  剛昌∥原作 小学館 2021年5月 20/ｱ/11

世界史探偵コナン 月面着陸の真実 名探偵コナン歴史まんが １２ 青山  剛昌∥原作 小学館 2021年5月 20/ｱ/12

津田梅子 日本の女性に教育で夢と自信を 山口  理 あかね書房 2021年4月 28/ﾂ

こどもジェンダー シオリーヌ ワニブックス 2021年5月 36/ｼ

人体断面図鑑 リチャード  プラット あすなろ書房 2021年5月 49/ﾌﾟ

きょうもいいひ うさぎとハリネズミ はら  まさかず ひだまり舎 2021年4月 91/ﾊ

おしっこでるよ！ 村田  エミコ 童心社 2021年6月 C/ﾖｳｼﾞ

ひえひえひんやりツアー あおき  ひろえ あかね書房 2021年5月 E/ｱ

江戸のくらし 絵本 太田  大輔 講談社 2021年5月 E/ｵ

ぼくのがっこう 鈴木  のりたけ ＰＨＰ研究所 2021年5月 E/ｽ

ぼくとがっこう はた  こうしろう アリス館 2021年5月 E/ﾊ

アルバ  うつくしいうみをまもった１００さいのさかな ララ  ホーソーン 教育画劇 2021年4月 E/ﾎ

  わたしたちの大切な海を守ることを考えるおはなし絵本

あおいろペンギン ペトル  ホラチェック 化学同人 2021年4月 E/ﾎ

おやまでテント ゆーち  みえこ アリス館 2021年5月 E/ﾕ

〈ＡV〉

ざんねんないきもの事典 徳永  真利子∥監督・演出 ＤＭＭ  ＰⅰＣＴＵＲＥＳ 2018年 DVｱﾆ/ｻﾞﾝ

日日是好日 大森  立嗣∥監督・脚本 ハピネット 他 2019年 DVﾎｳ/ﾆﾁ

ミツバチのささやき ビクトル・エリセ∥監督 アイ・ヴィー・シー 2015年 DVﾖｳ/ﾐﾂ

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



あたらしく購入した本　 （７/３～７/９） 2021年7月10日作成

◇中央図書館

〈一般〉

「周波数」を上げる教科書 世界一わかりやすい望む現実を創る方法 まきろん 徳間書店 2021年3月 147/ﾏ

後期日中戦争 太平洋戦争下の中国戦線 広中  一成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 210.7/ﾋ

はじめての株式投資 スマホでも安心！ 宮﨑  哲也 秀和システム 2021年5月 338.1/ﾐ

はじめてのＲＥＩＴ　簡単！安心！ 宮﨑  哲也 秀和システム 2021年5月 338.8/ﾐ

実力も運のうち 能力主義は正義か？ マイケル  サンデル 早川書房 2021年4月 361.8/ｻ

見てわかる介護保険＆サービス　改訂３版 杉山  想子　他 技術評論社 2021年5月 364.4/ｽ

子どもの心を強くするすごい声かけ 足立  啓美 主婦の友社 2021年5月 379.9/ｱ

子どもの長所を伸ばす５つの習慣 石田  勝紀 集英社 2021年5月 379.9/ｲ

しばわんこの和のおもてなし 川浦  良枝 白泉社 2021年4月 386.1/ｶ

日本人が知らない「スーホの白い馬」の真実 ミンガド  ボラグ 扶桑社 2021年5月 388.2/ﾐ

データで知る現代の軍事情勢 岩池  正幸 原書房 2021年5月 392/ｲ

わかる！教えられる！小学校６年分の算数 歌丸  優一 高橋書店 2021年4月 410/ｳ

糖尿病が怖いので、最新情報を取材してみた 堀江  貴文 祥伝社 2021年5月 493.12/ﾎ

生理で知っておくべきこと 細川  モモ 日経ＢＰ 2021年5月 495.13/ﾎ

  自分の体を守る正しいデータを持てなかった女性たちへ

７０・８０・９０歳の“若返り”筋トレ ＮＨＫ出版 2021年5月 498.3/ﾅ

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ  コロナ論　３ 小林  よしのり 扶桑社 2021年5月 498.6/ｺ/3

薬剤師が教える子どもから大人まで「飲み続けると危険な薬」 宇多川  久美子 ＰＨＰ研究所 2021年5月 499.1/ｳ

ビジネスが広がるクラブハウス 人脈・アイデア・働き方…… 武井  一巳 青春出版社 2021年5月 547.4/ﾀ/P

ゼロからはじめるｉＣｌｏｕｄ基本＆便利技 リンクアップ 技術評論社 2021年5月 547.4/ﾘ/P

小柄な大人の春夏秋冬ベーシックスタイル手帖 石岡  真実 扶桑社 2021年4月 593.3/ｲ

着物リメイク 着物地からすてきな服 着物リメイクの基礎知識つき 日本ヴォーグ社 2021年6月 593.3/ｷ/ｺｽ

ちりつもダイエット ＥＩＣＯ 学研プラス 2021年5月 595.6/ｴ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

  ちりも積もれば脂肪は消える！ １日１ミッションで確実ヤセ！

浜名ランチの超時短レシピ大全　包丁いらず！３分でハンバーグが完成！ 浜名  ランチ 宝島社 2021年4月 596/ﾊ/ｵﾚ

おうちネットショップ 山本  祥輝 フローラル出版 2021年5月 673.3/ﾔ

  少ない資金でスキマ時間を使って子育てをしながら在宅ワーク

６０歳からはじめるメルカリ マキノ出版 2021年5月 673.3/ﾛ

岸惠子自伝 卵を割らなければ、オムレツは食べられない 岸  惠子 岩波書店 2021年5月 778.2/ｷ

経験 この１０年くらいのこと 上田  晋也 ポプラ社 2021年2月 779.1/ｳ

オリンピック  反対する側の論理　東京・パリ・ロスをつなぐ世界の反対運動 ジュールズ  ボイコフ 作品社 2021年5月 780.6/ﾎﾞ

地図アプリで始める山の地図読み 佐々木  亨 山と溪谷社 2021年6月 786.1/ｻ

オールカラーいちばんやさしい囲碁教室 ナツメ社 2021年6月 795/ｵ

デジタルで変わる子どもたち 学習・言語能力の現在と未来 バトラー後藤裕子 筑摩書房 2021年5月 807/ﾊﾞ

クラムボンはかぷかぷわらったよ 宮澤賢治おはなし３０選 澤口  たまみ 岩手日報社 2021年5月 908/ﾐ

げんじものがたり 紫式部 講談社 2021年4月 913.3/ﾑ

Ｇｏ  Ｔｏ  マリコ 林  真理子 文藝春秋 2021年3月 914.6/ﾊ

生老病死 山折  哲雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 914.6/ﾔ

不滅の子どもたち クロエ  ベンジャミン 集英社 2021年4月 933.7/ﾍﾞ

金の徒労 日雇い浪人生活録 １１ 上田  秀人 角川春樹事務所 2021年5月 BF/ｳｴ/11

名探偵は反抗期　舞田ひとみの推理ノート 歌野  晶午 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 BF/ｳﾀ

宴の代償　新・浪人若さま新見左近　７ 佐々木  裕一 双葉社 2021年5月 BF/ｻｻ/7

女が死ぬ 松田  青子 中央公論新社 2021年5月 BF/ﾏﾂ

呪い禍 古道具屋皆塵堂 ８ 輪渡  颯介 講談社 2021年5月 BF/ﾜﾀ/8

正欲 朝井  リョウ 新潮社 2021年3月 F/ｱｻ

ウィーン近郊 黒川  創 新潮社 2021年2月 F/ｸﾛ

己丑の大火（きちゅうのたいか） 照降町四季　２ 佐伯  泰英 文藝春秋 2021年5月 F/ｻｴ/2

ファウンテンブルーの魔人たち 白石  一文 新潮社 2021年5月 F/ｼﾗ

非弁護人 月村  了衛 徳間書店 2021年4月 F/ﾂｷ

月下のサクラ 柚月  裕子 徳間書店 2021年5月 F/ﾕｽﾞ

古老の人生を聞く 宮本常一ふるさと選書 宮本  常一 みずのわ出版 2021年3月 Y383/ﾐ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

今、きみの瞳に映るのは。 いぬじゅん 実業之日本社 2021年4月 SBF/ｲﾇ

〈児童〉

ネット・スマホ攻略術 山崎  聡一郎 講談社 2021年4月 00/ﾔ

  ネットが最強のパートナーになる デジタルネイティブのための

カブトムシの音がきこえる 土の中の１１か月 小島  渉 福音館書店 2021年5月 48/ｺ

「はやぶさ２」リュウグウからの玉手箱 山下  美樹 文溪堂 2021年5月 53/ﾔ

恋と友情のステップ　きみと１００年分の恋をしよう　４ 折原  みと 講談社 2021年5月 91/ｵ

しんぱいせんせい 北川  チハル 佼成出版社 2021年5月 91/ｷ

すてきなひとりぼっち なかがわ  ちひろ のら書店 2021年5月 91/ﾅ

ゴースト・ボーイズ ぼくが十二歳で死んだわけ パーカー  ローズ 評論社 2021年4月 93/ﾛ

もりの１００かいだてのいえ いわい  としお 偕成社 2021年6月 E/ｲ

おばけとかくれんぼ 植垣  歩子 ほるぷ出版 2021年6月 E/ｳ

しょうぼうしゃ、てんけんよし！ 岡本  よしろう 交通新聞社 2021年5月 E/ｵ

なわとびょ～ん シゲリ  カツヒコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 E/ｼ

あら、そんなの！ 高橋  和枝 偕成社 2021年5月 E/ﾀ

おふくさんのてるてるぼうず 服部  美法 大日本図書 2021年5月 E/ﾊ

からあげビーチ 古谷  萌 文響社 2021年5月 E/ﾌ

ひとがつくったどうぶつの道 堀川  理万子 ほるぷ出版 2021年5月 E/ﾎ

青い花 南塚  直子 小峰書店 2021年5月 E/ﾐ

どんめくり やぎ  たみこ ブロンズ新社 2021年4月 E/ﾔ

ぼくのふしぎな力 ジム  ラマルシェ ＢＬ出版 2021年5月 E/ﾗ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

男はつらいよ  ５０ お帰り  寅さん 山田  洋次∥監督・原作・脚本 松竹 2020年 DVﾎｳ/ｵﾄ

〈高千帆分館〉

もしあと１年で人生が終わるとしたら？ 小澤  竹俊 アスコム 2021年3月 490.14/ｵ

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



あたらしく購入した本　 （７/１０～７/１６） 2021年7月17日作成

◇中央図書館

〈一般〉

やさしくわかるＰｙｔｈｏｎの教室 リブロワークス 技術評論社 2021年5月 007.6/ﾘ

児童図書館の先駆者たち アメリカ・日本 東京子ども図書館∥編纂 東京子ども図書館 2021年5月 016.2/ﾄ

方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉  サキ 交通新聞社 2021年5月 141.2/ﾖ

生贄探し 暴走する脳 中野  信子　他 講談社 2021年4月 141.6/ﾅ

まわりに気を使いすぎなあなたが自分のために生きられる本 Ｒｙｏｔａ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 141.9/ﾘ

  ＨＳＰ気質を生かして、幸せになる

人生のトリセツ 人間とは何か  心はどこにあるか  何のために生きるのか 小浜  逸郎 徳間書店 2021年5月 150.4/ｺ

尊皇攘夷 水戸学の四百年 片山  杜秀 新潮社 2021年5月 155/ｶ

仕事と人生 西川  善文 講談社 2021年3月 159.4/ﾆ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ラクしてうまくいく生き方 ひろゆき（西村博之） きずな出版 2021年6月 159/ﾆ

  自分を最優先にしながらちゃんと結果を出す１００のコツ

やりきる力 堀江  貴文 学研プラス 2021年6月 159/ﾎ

お寺の日本地図 名刹古刹でめぐる４７都道府県 鵜飼  秀徳 文藝春秋 2021年4月 185.9/ｳ

広島藩  福島正則が礎を築き、浅野氏が継承。 久下  実 現代書館 2021年5月 217.6/ｸ

 産業・文化・学問の発展をみた西国有数の大藩。

名画で読み解くプロイセン王家１２の物語 中野  京子 光文社 2021年5月 288.4/ﾅ

エリザベス二世 女王陛下と英国王室の歴史 ロッド  グリー 原書房 2021年5月 289.3/ｴ

ヘンリー八世 暴君か、カリスマか 陶山  昇平 晶文社 2021年5月 289.3/ﾍ

日帰り温泉 関西 〔２０２１〕 昭文社 2021年6月 291.6/ﾋ/21

日帰り温泉 九州 〔２０２１〕 昭文社 2021年6月 291.9/ﾋ/21

大前研一  世界の潮流２０２１～２２ 大前  研一 プレジデント社 2021年5月 304/ｵ

枝野ビジョン 支え合う日本 枝野  幸男 文藝春秋 2021年5月 310.4/ｴ

悪の処世術 佐藤  優 宝島社 2021年5月 312.8/ｻ

幽霊消防団員 日本のアンタッチャブル 高橋  祐貴 光文社 2021年5月 317.7/ﾀ

中国ｖｓ．世界 呑まれる国、抗う国 安田  峰俊 ＰＨＰ研究所 2021年5月 319.2/ﾔ

すぐに役立つこれだけは知っておきたい！ 武田  守∥監修 三修社 2021年5月 345/ｽ

  最新暮らしの税金しくみと手続き

女子大生風俗嬢 性とコロナ貧困の告白 中村  淳彦 宝島社 2021年5月 367.9/ﾅ

近親殺人 そばにいたから 石井  光太 新潮社 2021年5月 368.6/ｲ

元職員による徹底検証 西角  純 明石書店 2021年5月 368.6/ﾆ

  相模原障害者殺傷事件 裁判の記録・被告との対話・関係者の証言

洞窟ばか すきあらば、前人未踏の洞窟探検 吉田  勝次 扶桑社 2021年5月 454.6/ﾖ

生物発光の謎を解く 近江谷  克裕　他 シーアンドアール研究所 2021年6月 464/ｵ

発達障害を家族で乗り越える本 宮尾  益知∥監修 河出書房新社 2021年5月 493.76/ﾊ

  親と子どもの関係を良好にする“家族療法”のすすめ

散歩で見つける薬草図鑑 見分け方・使い方がよくわかる 指田  豊∥監修 家の光協会 2021年5月 499.87/ｻ

ＦＯＯＴＰＲＩＮＴＳ（フットプリント） 未来から見た私たちの痕跡 デイビッド  ファリアー 東洋経済新報社 2021年6月 519/ﾌ

今すぐ使えるかんたんＪｉｍｄｏ 無料で作るホームページ 改訂５版 門脇  香奈子 技術評論社 2021年5月 547.4/ｶ/P

これ１冊で丸わかり完全図解インターネット技術 日経ＮＥＴＷＯＲＫ∥編集 日経ＢＰ 2021年6月 547.4/ﾆ/P

ゼロからはじめるＴｗｉｔｔｅｒ基本＆便利技 リンクアップ 技術評論社 547.4/ﾘ/P 547.4/ﾘ/P

ゆったりステキな、シニアのワンピース Ｍ・Ｌ・ＬＬの３サイズ展開 ブティック社 2021年6月 593.3/ﾕ/ｺｽ

まいにちタマゴ 専門家が教える最高の食べ方 タマゴ科学研究会 池田書店 2021年5月 596.3/ﾀ

絵本のお菓子 太田  さちか マイルスタッフ 2021年5月 596.65/ｵ

くたびれないごはんづくり 婦人之友社編集部∥編 婦人之友社 2021年6月 596/ﾌ/ｵﾚ

ＲｏｏｍＣｌｉｐ  心地よく暮らせる部屋づくり 宝島社 2021年4月 597/ﾙ

  おうち時間が豊かになる！日常を楽しむインテリアのヒント！

狭い部屋でもテレワークと暮らしを快適にする片づけ ｍｉｏｋｏ 秀和システム 2021年4月 597.5/ﾐ

魔法のマタニティヨガ 産前・産後の不調がみるみる整う Ｂ－ＬＩＦＥ 世界文化ブックス 2021年5月 598.3/ﾋﾞ

子どもと食べたいレンチン作りおき １歳半～５歳 中村  美穂 世界文化ブックス 2021年5月 599.3/ﾅ

好循環のまちづくり！ 枝廣  淳子 岩波書店 2021年4月 601.1/ｴ

マンガでわかる楽しい草取り 西尾  剛 誠文堂新光社 2021年5月 615.6/ﾆ

おうちでとれたて！ハーブと野菜 １鉢でも手軽に育てられる 田代  耕太郎 主婦の友社 2021年5月 617.6/ﾀ

メルカリまるわかりＢＯＯＫ ２０２１ 宇田川  まなみ∥監修 扶桑社 2021年6月 673.3/ﾒ

●新着資料リスト●



鉄道ミュージアムガイド 池口  英司 天夢人 2021年5月 686/ｲ

「無言館」の庭から 続 窪島  誠一郎 かもがわ出版 2021年5月 706.9/ｸ/2

超写実の人物画 ホキ美術館コレクション 芸術新聞社 2021年5月 723.1/ﾁ

るるぶＯＮＥ  ＰＩＥＣＥ ＴＢパブリッシング 2021年4月 726.1/ﾙ

ゴフスタイン つつましく美しい絵本の世界 ゴフスタイン 平凡社 2021年5月 726.6/ｺﾞ

Ｍｙ  Ｃｈｉｌｄ わたしの子 クリスティン  ローシフト 英治出版 2021年5月 726.6/ﾛ

沢村さん家のたのしいおしゃべり 益田  ミリ 文藝春秋 2021年5月 726/ﾏ

うつろひ 富士山のある風景 渡辺  英基 みらいパブリッシング 2021年5月 748/ﾜ

弾きながらマスター！アコースティック・ギター入門 自由現代社 2021年4月 763.5/ﾋ

  有名曲を弾きながらギターが上達できる！〔２０２１〕

真夏の刺身弁当 旅は道連れ世は情け 沢野  ひとし 産業編集センター 2021年3月 915.6/ｻ
キリギリスのしあわせ トーン  テレヘン 新潮社 2021年4月 949.3/ﾃ

もうまわりにふり回されない！「１分間決断力」 和田  秀樹 三笠書房 2021年6月 B141/ﾜ

一番わかりやすい！ＳＤＧｓのざっくり知識 国際時事アナリスツ∥編 河出書房新社 2021年5月 B519/ｺ

相棒 金子  光晴　他 中央公論新社 2021年5月 B914/ｶ

絵本版１００にちごにしぬワニ 〔２〕 きくち  ゆうき サニーサイド 2021年5月 E/ｷ/2

絵本版１００にちごにしぬワニ 〔３〕 きくち  ゆうき サニーサイド 2021年5月 E/ｷ/3

レッドネック 相場  英雄 角川春樹事務所 2021年5月 F/ｱｲ
湯けむり食事処ヒソップ亭 ２ 秋川  滝美 講談社 2021年5月 F/ｱｷ/2

わたし、定時で帰ります。〔３〕 ライジング 朱野  帰子 新潮社 2021年4月 F/ｱｹ/3

星に祈る おいち不思議がたり ５ あさの  あつこ ＰＨＰ研究所 2021年6月 F/ｱｻ

百合中毒 井上  荒野 集英社 2021年4月 F/ｲﾉ

ＳＬ銀河よ飛べ！！ 西村  京太郎 講談社 2021年5月 F/ﾆｼ

くちなしの志士 淵上郁太郎の幕末 松崎  紀之介 文芸社 2021年3月 F/ﾏﾂ

蝶の眠る場所 水野  梓 ポプラ社 2021年4月 F/ﾐｽﾞ

吉宗の星 谷津  矢車 実業之日本社 2021年5月 F/ﾔﾂ

〈ティーンズ〉

胸が鳴るのは君のせい 豊田  美加 小学館 2021年5月 SBF/ﾄﾖ

モルグ街の美少年 美少年探偵団 西尾  維新 講談社 2021年5月 SBF/ﾆｼ

〈児童〉

榎本武揚（えのもとたけあき） 静霞  薫∥原作 ポプラ社 2021年5月 28/ｴ

ドラえもん社会ワールドｓｐｅｃｉａｌ  みんなのための法律入門 藤子  Ｆ  不二雄∥まんが 小学館 2021年5月 32/ﾌ

親子で楽しい！ｇｕｎｏｉｅｊａｐａｎの四季のおりがみ グノイエジャパン 学研プラス 2021年6月 75/ｸﾞ

チャンキー松本のチョキチョキ切りえ教室 チャンキー松本 太郎次郎社エディタス 2021年6月 75/ﾁ

基本スキルを完全マスター！小学生のミニバス最強バイブル 小鷹  勝義∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2021年5月 78/ｷ

小学生のための卓球上達バイブル 基礎から応用まで身につく！ 原田  隆雅∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2021年5月 78/ｼ

１対１で勝つ！突破のドリブルテクニック５０ ＲＥＧＡＴＥドリブル塾 鉄人社 2021年5月 78/ﾚ

空飛ぶのらネコ探険隊 〔８〕 大原  興三郎 文溪堂 2021年5月 91/ｵ/8

さいごのゆうれい 斉藤  倫 福音館書店 2021年4月 91/ｻ

用具室の日曜日 カミナリこぞうときえたふくろう 村上  しいこ 講談社 2021年5月 91/ﾑ

１２歳のロボット ぼくとエマの希望の旅 リー  ベーコン 早川書房 2021年5月 93/ﾍﾞ

どろんこおばけになりたいな 石井  聖岳 童心社 2021年5月 E/ｲ

どんどんどんどんまいご 北澤  平祐 ブロンズ新社 2021年5月 E/ｷ

おめん 辻川  奈美 岩崎書店 2021年5月 E/ﾂ/ｺﾜｲ

ぼくのバス バイロン バートン 徳間書店 2021年5月 E/ﾊﾞ

なつ  なあに 冬野  いちこ 岩崎書店 2021年5月 E/ﾌ

空き家 森  洋子 新日本出版社 2021年5月 E/ﾓ/ｺﾜｲ

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



あたらしく購入した本　 （７/１７～７/３０） 2021年7月31日作成

◇中央図書館

〈一般〉

読書大全 堀内  勉 日経ＢＰ 2021年4月 019.9/ﾎ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

  世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学２００冊

三内丸山遺跡 改訂版 岡田  康博 同成社 2021年6月 210.2/ｵ

古代史の正体 縄文から平安まで 関  裕二 新潮社 2021年4月 210.2/ｾ

〈武家の王〉足利氏 戦国大名と足利的秩序 谷口  雄太 吉川弘文館 2021年6月 288.3/ﾀ

鳥取 大山・境港  三朝温泉・蒜山高原 ’２２ 昭文社 2021年7月 291.7/ﾄ/22

長崎  ハウステンボス 佐世保・五島列島 ’２２ 昭文社 2021年6月 291.9/ﾅ/22

日本を寿ぐ（ことほぐ） 九つの講演 ドナルド  キーン 新潮社 2021年5月 302.1/ｷ

無邪気な日本人よ、白昼夢から目覚めよ 川口マーン惠美 ワック 2021年6月 319.1/ｶ

サイバースパイが日本を破壊する 井上  久男 ビジネス社 2021年6月 332.1/ｲ

  中国の「見えない侵略」！ 経済安全保障で企業・国民を守れ

うつでも起業で生きていく 林  直人 河出書房新社 2021年5月 335/ﾊ

ＦＲＥＥ，ＦＬＡＴ，ＦＵＮ これからの僕たちに必要なマインド 伊藤  羊一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 336.3/ｲ/ｱｶ

節約の達人川崎さちえのポイ活＋クーポン＋メルカリスマホでおトク術 川崎  さちえ　他 インプレス 2021年5月 338.2/ｶ

３８歳、男性、独身－淡々と生きているようで、実はそうでもない日常。 ウイ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 367.4/ｳ

事実婚と夫婦別姓の社会学 阪井  裕一郎 白澤社 2021年5月 367.4/ｻ

万引き 犯人像からみえる社会の陰 伊東  ゆう 青弓社 2021年5月 368.6/ｲ

クローズアップ藝大 国谷  裕子　他 河出書房新社 2021年5月 377.2/ｸ

理系研究者の「実験メシ」 科学の力で解決！食にまつわる疑問 松尾  佑一 光文社 2021年5月 407.5/ﾏ

植物のいのち からだを守り、子孫につなぐ驚きのしくみ 田中  修 中央公論新社 2021年5月 471/ﾀ 

もっとディープに！カラス学 体と心の不思議にせまる 杉田  昭栄 緑書房 2021年6月 488.9/ｽ

大人女子のゆるっと漢方生活 櫻井  大典∥監修 主婦の友社 2021年6月 490.9/ｵ

依存症ってなんですか？ 菊池  真理子 秋田書店 2021年5月 493.15/ｷ

おいしい腎臓病の食事 富野  康日己 法研 2021年5月 494.93/ﾄ/ｼｮｸﾘｮｳﾎｳ

  よくわかるステージ別食べて良いもの、控えるもの 食事のコツで、症状を改善！

在宅医療の真実 小豆畑  丈夫 光文社 2021年5月 498/ｱ

医療現場の外国人対応英語だけじゃない「やさしい日本語」 武田  裕子　他 南山堂 2021年5月 498/ﾀ

睡眠にいいこと超大全 トキオ  ナレッジ 宝島社 2021年5月 498.36/ﾄ

  寝つきが悪い・起きられない・日中も眠い……あらゆる悩みが１時間でスッキリ解消できる！

お薬事典 オールカラー決定版！ ２０２２年版 一色  高明∥監修 ユーキャン学び出版 2021年5月 499.1/ｵ/22

みんなの買い物大全 いま見直したい！食材の買いグセ 心地よい暮らし研究会 ワニブックス 2021年6月 590/ｺ

眉の本 レイナ 光文社 2021年5月 595.5/ﾚ

ひとりを愉しむ食事 有元  葉子 文化学園文化出版局 2021年5月 596/ｱ/ｵﾚ

私のいちばん得意な料理、教えます 基本のレシピ１００のコツ 家の光協会 2021年5月 596/ﾜ/ｵﾚ

アウトドアクッキング外でもおいしく！ プレジデント社 2021年6月 596.4/ｱ

中国茶＆台湾茶  遥かなる銘茶の旅 今野  純子 秀明大学出版会 2021年5月 596.7/ｺ

「ごめんね育児」をやめてみたら、肩の力を抜けるようになりました あらい  ぴろよ 光文社 2021年5月 599/ｱ

世界一やさしいバラづくり 育てやすい品種を選ぶだけ 村上  敏 日本文芸社 2021年6月 627.7/ﾑ

「テレビは見ない」というけれど 青弓社編集部　他 青弓社 2021年4月 699.6/ｾ

  エンタメコンテンツをフェミニズム・ジェンダーから読む

カッコいいスナップ写真の撮り方 野寺  治孝 玄光社 2021年6月 743/ﾉ

ビジュアルデザイン論 グーテンベルクからＳＮＳまで リッカルド  ファルチネッリ クロスメディア・パブリッシング 2021年5月 757/ﾌ

文章が苦手でも「受かる小論文」の書き方を教えてください。 今道  琢也 朝日新聞出版 2021年5月 816.5/ｲ

語源×図解  くらべて覚える英単語 清水  建二 青春出版社 2021年5月 834/ｼ

一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 牧野  智一 ＳＢクリエイティブ 2021年4月 835/ﾏ

日本の名句・名歌を読みかえす 高橋  順子∥編 いそっぷ社 2021年6月 911.3/ﾀ

●新着資料リスト●



ＨＯＫＵＳＡＩ  北斎  シナリオブック 河原  れん∥脚本 ＳＴＡＲＤＵＳＴ  ＨＤ． 2021年5月 912.7/ｶ 

「ことば」に殺される前に 高橋  源一郎 河出書房新社 2021年5月 914.6/ﾀ 

わたしはドレミ 平野  恵理子 亜紀書房 2021年6月 914.6/ﾋ

いずれ死ぬ身、ド派手に生きろ うさたにパイセン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 916/ｳ

  Ｄｏｎ’ｔ  Ｍｉｓｓ  Ｙｏｕｒ  Ｌｉｆｅ．Ｉｎｓｐｉｒｅ  ｔｈｅ  Ｗｏｒｌｄ．

フリーハグ！ 桑原  功一 日本図書センター 2021年5月 916/ｸ

剣豪商売 始末屋十兵衛 ２ 中岡  潤一郎 コスミック出版 2021年5月 BF/ﾅｶ/2

アンソーシャルディスタンス 金原  ひとみ 新潮社 2021年5月 F/ｶﾈ

鬼人幻燈抄 明治編〔３〕 中西  モトオ 双葉社 2021年6月 F/ﾅｶ/7

掟上今日子の鑑札票 西尾  維新 講談社 2021年4月 F/ﾆｼ

本心 平野  啓一郎 文藝春秋 2021年5月 F/ﾋﾗ

叶うならば殺してほしい ハイイロノツバサ 古野  まほろ 講談社 2021年5月 F/ﾌﾙ

村野藤吾と俵田明 革新の建築家と実業家 堀  雅昭 宇部市制１００周年出版企画実行委員会 2021年8月 Y520/ﾎ

〈ティーンズ〉

この恋は、とどかない いぬじゅん 集英社 2021年5月 SBF/ｲﾇ

〈児童〉

最強の剣豪へタイムワープ チーム  ガリレオ 朝日新聞出版 2021年6月 28/ﾁ

ふしぎ！理科実験スイーツ おいしい自由研究 ＷＩＬＬこども知育研究所 金の星社 2021年6月 40/ｳ

ストップ！ＳＮＳトラブル 文字で気持ちまで伝わる？ ２ 小寺  信良 汐文社 2021年5月 54/ｺ/2

ストップ！ＳＮＳトラブル なぜ、スマホを手放せない？ ３ 小寺  信良 汐文社 2021年6月 54/ｺ/3

自由研究もエコで楽しく！ペットボトル・牛乳パックのかんたん工作 くるくるリサイクル工作研究会 メイツユニバーサルコンテンツ 2021年6月 75/ｸ

こそあどの森のおとなたちが子どもだったころ 岡田  淳 理論社 2021年5月 91/ｵ

  Ａｎｏｔｈｅｒ  Ｓｔｏｒｙ  ｏｆ  ｔｈｅ  Ｋｏｓｏａｄｏ  Ｗｏｏｄｓ． Another Story of the Kosoado Woods.

チョコレートのおみやげ 岡田  淳 ＢＬ出版 2021年6月 91/ｵ

科学探偵怪奇事件ファイル 廃病院に舞う霊魂 朝日新聞出版 2021年5月 91/ｶ

莉緒と古い鏡の魔法 香坂  理 朝日学生新聞社 2021年5月 91/ｺ

都会のトム＆ソーヤゲーム・ブック ぼくたちの映画祭 〔３〕 はやみね  かおる 講談社 2021年5月 91/ﾊ

三国志 みだれた国をすくうため、武将たちが立ちあがる！ 羅  貫中 学研プラス 2021年6月 92/ﾗ

うみべのくまちゃん デイヴィッド  ウォーカー 岩崎書店 2021年6月 E/ｳ

お化けの猛暑日 川端  誠 ＢＬ出版 2021年7月 E/ｶ

ようかいむらのしとしとあめふり たかい  よしかず 国土社 2021年6月 E/ﾀ

つちのこをさがせ！ 塚本  やすし 新日本出版社 2021年5月 E/ﾂ

そらまめくんのまいにちはたからもの なかや  みわ 小学館 2021年6月 E/ﾅ

なまずにいさん 西野  沙織 講談社 2021年5月 E/ﾆ

わたしはじゅういさん シルヴィア  バロンチェッリ 潮出版社 2021年6月 E/ﾊﾞ

ぱんつくったよ。 ２ 平田  景 国土社 2021年6月 E/ﾋ

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


