
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。



あたらしく購入した本　 （４/３～４/９） 2021年4月10日作成

◇中央図書館

〈一般〉

大きな字でわかりやすいパソコン入門　ウィンドウズ１０対応版 ＡＹＵＲＡ 技術評論社 2021年2月 007.6/ｱ

１分間思考法　素早く深く考えられる哲学思考トレーニング 小川  仁志 ＰＨＰ研究所 2021年3月 104/ｵ

働く女子の仕事力アップＴｉｐｓ大全 ＳＨＥ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 159.6/ｼ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

　わたしらしく楽しく長く働くために必要なこと
般若心経手帳 平山  郁夫∥画 東京書籍 2021年2月 183.2/ﾋ

市川房枝 後退を阻止して前進 村井  良太 ミネルヴァ書房 2021年2月 289.1/ｲ

青天を衝け 渋沢栄一とその時代 ＮＨＫ出版 2021年1月 289.1/ｼ

るるぶ  こどもとあそぼ！中国四国 〔２０２１〕 ＪＴＢパブリッシング 2021年3月 291.7/ﾙ

８０歳、歩いて日本縦断 石川  文洋 新日本出版社 2021年2月 291/ｲ

日本の分断 私たちの民主主義の未来について 三浦  瑠麗 文藝春秋 2021年2月 312.1/ﾐ

大統領回顧録　Ⅰ　約束の地　上 バラク  オバマ 集英社 2021年2月 312.5/ｵ/1

大統領回顧録　Ⅰ　約束の地　下 バラク  オバマ 集英社 2021年2月 312.5/ｵ/2

最新個人情報保護法の基本と実務対策がよ～くわかる本 打川  和男 秀和システム 2021年2月 316.1/ｳ

　２０２０年改正に対応！基礎からわかる

非正規公務員のリアル 欺瞞の会計年度任用職員制度 上林  陽治 日本評論社 2021年2月 318.3/ｶ

死刑廃止を考える 菊田  幸一 岩波書店 2021年2月 326.4/ｷ

リーダーシップを鍛える「対話学」のすゝめ 田村  次朗（他） 東京書籍 2021年2月 336.3/ﾀ/ｱｶ

コロナ危機でみえた雇用の法律問題Ｑ＆Ａ 水谷  英夫 日本加除出版 2021年2月 366.1/ﾐ/ﾐｽﾞ

　在宅勤務  賃金  休業  罹患  ハラスメント  安全配慮義務  労災  採用  退職金  解雇  雇止め

老後レス社会 朝日新聞特別取材班 祥伝社 2021年2月 367.7/ｱ

　死ぬまで働かないと生活できない時代

「逃げおくれた」伴走者 分断された社会で人とつながる 奥田  知志 本の種出版 2021年1月 369.2/ｵ

震災復興１０年の総点検 「創造的復興」に向けて 五十嵐  敬喜（他） 岩波書店 2021年2月 369.3/ｲ

１０年後の福島からあなたへ 武藤  類子 大月書店 2021年2月 369.3/ﾑ

ＦＡＣＥＳ  いじめをこえて ＮＨＫ「ＦＡＣＥＳ」プロジェクト ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年1月 371.4/ｴ

保健室から見える親が知らない子どもたち 桑原  朱美 青春出版社 2021年2月 374.9/ｸ

　大人が気づかない、意外なこころの落とし穴

すぐに使える！カモさんのかわいいペープサート カモ 新星出版社 2021年2月 376.1/ｶ

　ボリューム満点４０作品！全作品便利な型紙つき！

実務家教員の理論と実践 実務家教員ＣＯＥプロジェクト∥編 先端教育機構 377.1/ｼﾞ

　人生１００年時代の新しい「知」の教育

子どもが喜ぶことだけすればいい 佐々木  正美 ポプラ社 2021年1月 379.9/ｻ

なっとくする数学記号　π、ｅ、ｉから偏微分まで 黒木  哲徳 講談社 2021年2月 410/ｸ

中学校３年間の数学が１冊でしっかりわかる本 苦手が得意にかわる！ 小杉  拓也 かんき出版 2021年2月 410/ｺ

身近な「鳥」の生きざま事典 一日一種 ＳＢクリエイティブ 2021年2月 488.2/ｲ

　散歩道や通勤・通学路で見られる野鳥の不思議な生態

庭や街で愛でる野鳥の本 大橋  弘一 山と溪谷社 20201/03 488.2/ｵ

緑内障  自分で治す最強事典 マキノ出版 2021年3月 496.36/ﾘ

　１４人の眼科の名医・専門家が失明を食い止める極意を伝授

視力を失わないために今すぐできること 深作  秀春 主婦の友社 2021年1月 496.41/ﾌ

　世界一の眼科外科医がやさしく教える

廃炉 「敗北の現場」で働く誇り 稲泉  連 新潮社 2021年2月 543.5/ｲ

東電原発事故１０年で明らかになったこと 添田  孝史 平凡社 2021年2月 543.5/ｿ

食べて旅気分！日本のおいしいお取り寄せ ＪＴＢパブリッシング 2021年3月 588/ﾀ

このひと皿で五感がめざめる、パワースープ 坂田  阿希子 文化学園文化出版局 2021年2月 596/ｻ/ｵﾚ

庭木の「困った！」解決ナビ 植える、育てる、切る 船越  亮二 主婦の友社 2021年3月 627.7/ﾌ

朝日新聞報道写真集 ２０２１ 朝日新聞社∥編 朝日新聞出版 2021年1月 748/ｱ/21

難読漢字の奥義書 円満字  二郎 草思社 2021年2月 811.2/ｴ

アレの名前を言えますか？ 博学こだわり倶楽部∥編 河出書房新社 2021年2月 B049/ﾊ

名言サプリ 西沢  泰生 祥伝社 2021年2月 B159/ﾆ

　言葉なんかで人生なんて変わらないと思っているあなたに

老人たちの裏社会 新郷  由起 宝島社 2021年2月 B367/ｼ

サガンの言葉 山口  路子 大和書房 2021年2月 B950/ｻ

●新着資料リスト●



笑う女 大江戸閻魔帳 ４ 藤井  邦夫 講談社 2020年5月 BF/ﾌｼﾞ/4

罰当り 大江戸閻魔帳 ５ 藤井  邦夫 講談社 2021年2月 BF/ﾌｼﾞ/5

花下に舞う　弥勒シリーズ あさの　あつこ 光文社 2021年3月 F/ｱｻ

鬼人幻燈抄 明治編〔２〕 中西  モトオ 双葉社 2021年2月 F/ﾅｶ/6

転職の魔王様 額賀  澪 ＰＨＰ研究所 2021年2月 F/ﾇｶ

雪の朝の約束 木澤  千 文芸社 2021年4月 YF/ｷｻ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ

〈児童〉

いつもとちがうことがおきたら オナー  ヘッド 岩崎書店 2021年1月 14/ﾍ

　キッズなやみかいけつ：子どもレジリエンス

不安でおちつかないとき オナー  ヘッド 岩崎書店 2021年1月 14/ﾍ

　キッズなやみかいけつ：子どもレジリエンス

ＳＤＧｓのきほん 目標１２  生産と消費 未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2021年1月 33/ｲ

ＳＤＧｓのきほん 目標１３  気候変動 未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2021年1月 33/ｲ

細菌ラボ 感染症とたたかう研究所 リチャード  プラット 小学館 2021年2月 49/ﾌﾟ

超高層ビルのサバイバル　２ ポップコーン  ストーリー 朝日新聞出版 2021年2月 52/ﾎﾟ/2

三毛猫ホームズの宝さがし　三毛猫ホームズの事件ノート 赤川　次郎 汐文社 2021年1月 91/ｱ

三毛猫ホームズの幽霊退治　三毛猫ホームズの事件ノート 赤川　次郎 汐文社 2021年1月 91/ｱ

水とトイレがなかったら？　安全な水とトイレを世界中に 石崎  洋司 講談社 2021年1月 91/ｲ

１ねん１くみの女王さま いとう　みく 学研プラス 2021年3月 91/ｲ

モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉  幸子 小峰書店 2021年2月 91/ｶ

ミステリーハウスからの挑戦状　ＩＱ探偵ムー 深沢  美潮 ポプラ社 2021年1月 91/ﾌ

はらすきー あきやま  ただし 講談社 2021年2月 E/ｱ

つるの家 いもと  ようこ 金の星社 2021年1月 E/ｲ

ひばりに 内田  麟太郎 アリス館 2021年2月 E/ｳ

ぴぽん 内田  麟太郎 鈴木出版 2021年2月 E/ｳ

なつのキリンピック 北村  裕花 鈴木出版 2021年2月 E/ｷ

ちかてつサブちゃん みやにし  たつや ほるぷ出版 2021年2月 E/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　 （４/１０～４/１６） 2021年4月17日作成

◇中央図書館

〈一般〉

本気でＦＩＲＥをめざす人のための資産形成入門 穂高  唯希 実務教育出版 2020年7月 338.1/ﾎ

  ３０歳でセミリタイアした私の高配当・増配株投資法

家でも外でも転ばない体を２カ月でつくる！ 安保  雅博　他 すばる舎 2021年2月 493.18/ｱ/ｹﾝｺｳﾎｳ

こどものアレルギー基礎ＢＯＯＫ 心配になったら一番最初に読む本 今井  孝成∥監修 日東書院本社 2021年2月 493.93/ｺ

こどもおうちあそび大全 ０・１・２歳～ 才能が大きく育つ！ 横山  洋子 永岡書店 2021年2月 599/ﾖ

ダーリンの進化論 わが家の仁義ある戦い 高嶋  ちさ子 小学館 2021年1月 762.1/ﾀ

旅ごころはリュートに乗って 歌がみちびく中世巡礼 星野  博美 平凡社 2020年9月 762/ﾎ

ハーバード大学のボブ・ディラン講義 リチャード  Ｆ  トーマス ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 2021年3月 767.8/ﾃﾞ

好日絵巻 季節のめぐり、茶室のいろどり 森下  典子 パルコエンタテインメント事業部 2020年7月 791/ﾓ

サウンドスケープに飛び乗って 久石  ソナ 書肆侃侃房 2021年2月 911.1/ﾋ

何がおかしい 新装版 佐藤  愛子 中央公論新社 2020年11月 914.6/ｻ

テナント バーナード  マラマッド みすず書房 2021年1月 933.7/ﾏ

珈琲屋の人々 ４ どん底の女神 池永  陽 双葉社 2021年1月 BF/ｲｹ/4

隠密船頭 ２ 七人の刺客 稲葉  稔 光文社 2019年5月 BF/ｲﾅ/2

隠密船頭 ３ 謹慎 稲葉  稔 光文社 2019年9月 BF/ｲﾅ/3

隠密船頭 ４ 激闘 稲葉  稔 光文社 2020年3月 BF/ｲﾅ/4

隠密船頭 ５ 一撃 稲葉  稔 光文社 2020年7月 BF/ｲﾅ/5

隠密船頭 ６ 男気 稲葉  稔 光文社 2021年1月 BF/ｲﾅ/6

小説イタリア・ルネサンス ４ 再び、ヴェネツィア 塩野  七生 新潮社 2021年1月 BF/ｼｵ/4

大阪のお母さん 浪花千栄子の生涯 葉山  由季 潮出版社 2020年12月 BF/ﾊﾔ

機巧のテロリスト 数多  久遠 祥伝社 2020年12月 F/ｱﾏ

今夜 小野寺  史宜 新潮社 2020年11月 F/ｵﾉ

処方箋のないクリニック 仙川  環 小学館 2020年12月 F/ｾﾝ

まんまこと ８ いわいごと 畠中  恵 文藝春秋 2021年2月 F/ﾊﾀ

〈ティーンズ〉

あしたの幸福 いとう  みく 理論社 2021年2月 SF/ｲﾄ

〈ＡV〉

かつて天才だった俺たちへ Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ ∥唄 Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ  Ｌａｂｅｌｓ 2020年8月 CD131/ｸ

筒美京平 ＳＯＮＧ ＢＯＯＫ 筒美  京平∥作曲 Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ  Ｌａｂｅｌｓ 2021年3月 CD131/ﾂ

ＧＲＡＤＡＴＩ∞Ｎ Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ  Ｍｏｎｓｔｅｒ∥唄 Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ  Ｌａｂｅｌｓ 2021年1月 CD131/ﾘ

ＮＨＫおかあさんといっしょ  最新ベスト きみイロ 花田  ゆういちろう　他∥うた ポニーキャニオン 2020年10月 CD314/ｴ

聴く、名作文学～朗読～ ベスト 芥川  龍之介　他∥作 キングレコード 2020年5月 CD322/ｷ

Ｒｅｌａｘｉｎｇ＠ｈｏｍｅ ～やさしい響き～ オルゴール・セレクション オルゴール∥制作 日本クラウン 2020年10月 CD411/ﾘ

ＲＩＮＡ ＲＩＮＡ∥ピアノ ヤマハミュージックコミュニケーションズ 2020年9月 CD711/ﾘ

笑顔で会える日のために ～あなたに寄り添うピアノ作品集 ｔｏ Ｓｍｉｌｅ 辻井  伸行∥ピアノ・作曲 エイベックス・エンタテインメント 2020年9月 CD814/ﾂ

Ｔｈｅ Ｓｅｎｓｅｓ～ブラームス作品集～ 佐藤  晴真∥チェロ ユニバーサルミュージック合同会社 2020年11月 CD819/ﾌﾞ

●新着資料リスト●



〈児童〉

おうちで楽しむ科学実験図鑑 尾嶋  好美 ＳＢクリエイティブ 2021年2月 40/ｵ

鳥になった恐竜の図鑑 かんちく  たかこ 学研プラス 2021年2月 45/ｶ

うまれたよ！ヒラメ 櫻井  季己 岩崎書店 2021年1月 48/ｻ

うまれたよ！ヘビ 関  慎太郎 岩崎書店 2021年1月 48/ｾ

バナナ 佐藤  靖明∥監修 農山漁村文化協会 2021年1月 62/ﾊﾞ

さくら村は大さわぎ 朽木  祥 小学館 2021年2月 91/ｸ

猫町ふしぎ事件簿 猫神さまはお怒りです 廣嶋  玲子 童心社 2020年10月 91/ﾋ/1

猫町ふしぎ事件簿 〔２〕 猫神さまは月夜におどります 廣嶋  玲子 童心社 2021年2月 91/ﾋ/2

両想いになりたい もえぎ  桃 講談社 2021年2月 91/ﾓ

いっぽんばしこちょこちょ とよた  かずひこ 世界文化社 2021年3月 E/ﾄ

  ０・１・２さい ふれあいたいそうおやこでいっしょに！

〈高千帆分館〉

大人の流儀 １０ 伊集院  静 講談社 2021年3月 914.6/ｲ/10

花人始末（かじんしまつ） 出会いはすみれ 和田  はつ子 幻冬舎 2021年2月 BF/ﾜﾀﾞ

花は散っても 坂井  希久子 中央公論新社 2021年1月 F/ｻｶ

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



あたらしく購入した本　 （４/１７～４/２３） 2021年4月24日作成

◇中央図書館

〈一般〉

おバカな答えもＡＩしてる（あいしてる） ジャネル  シェイン 光文社 2021年2月 007.1/ｼ

  人工知能はどうやって学習しているのか？

池上彰と考える「死」とは何だろう 池上  彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 114.2/ｲ

自分を傷つけながら生きるなんて、あんたどれだけドＭなの？ 堀ママ ダイヤモンド社 2020年12月 159.6/ﾎ

今日も言い訳しながら生きてます ハ  ワン ダイヤモンド社 2021年1月 159/ﾊ

満洲国 交錯するナショナリズム 鈴木  貞美 平凡社 2021年2月 222.5/ｽ

むさぼらなかった男 渋沢栄一「士魂商才」の人生秘録 中村  彰彦 文藝春秋 2021年1月 289.1/ｼ

オードリー・タンの思考 ＩＱよりも大切なこと 近藤  弥生子 ブックマン社 2021年2月 289.2/ﾀ

福島 会津・磐梯 ’２２ 昭文社 2021年3月 291.2/ﾌ/22

池上彰の世界の見方 アメリカ２ 池上  彰 小学館 2021年3月 302/ｲ

２０３０年：すべてが「加速」する世界に備えよ ピーター  ディアマンディス　他 ニューズピックス 2020年12月 304/ﾃﾞ

何とかならない時代の幸福論 ブレイディみかこ　他 朝日新聞出版 2021年1月 304/ﾌﾞ

大学受験がしんどくなったときの息抜きのヒント 砂川  信哉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 376.8/ｽ

墓じまい・改葬ハンドブック 令和版 ９０分でわかる！ 大橋  理宏∥監修 主婦の友社 2021年3月 385.6/ﾊ

超ひも理論と宇宙のすべてを支配する数式 増補第２版 ニュートンプレス 2021年3月 429.6/ﾁ

クマが肥満で悩んでます 動物園のヒミツ教えます ｓｉｒｏｋｕｍａｏ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 480.7/ｼ

ＮＨＫガッテン！血糖値を下げる！ ＮＨＫ第３制作ユニット（科学）　他∥編 主婦と生活社 2021年3月 493.12/ｴ

  名医・専門家のアドバイス付き〈最新〉科学ワザ

家族のための認知症ケア 繁田  雅弘∥監修 ＮＨＫ出版 2021年3月 493.75/ｶ

  ともに暮らすためにできること、知っておきたいこと

お父さんが発達障害とわかったら読む本 宮尾  益知∥監修 河出書房新社 2021年2月 493.76/ｵ

  子どもの面倒を見ない。お母さんとの会話が少ない 親子で理解する発達障害の本

原発事故は終わっていない 小出  裕章 毎日新聞出版 2021年3月 543.5/ｺ

フクシマ戦記 上 １０年後の「カウントダウン・メルトダウン」 船橋  洋一 文藝春秋 2021年2月 543.5/ﾌ

フクシマ戦記 下 １０年後の「カウントダウン・メルトダウン」 船橋  洋一 文藝春秋 2021年2月 543.5/ﾌ

年収２００万円の私でも心おだやかに毎日暮らせるお金の貯め方を教えてください！ 坂本  綾子 ＳＢクリエイティブ 2021年2月 591/ｻ

服のはなし 着たり、縫ったり、考えたり 行司  千絵 岩波書店 2020年12月 593.3/ｷﾞ

狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール しかま  のりこ 彩図社 2021年3月 597/ｼ

明日食べる米がない！ やまぐち  みづほ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 726/ﾔ

  親が離婚したら、お金どころか、なーんにもなくなりました！！

柚木沙弥郎のことば 柚木  沙弥郎　他 グラフィック社 2021年2月 753.8/ﾕ

大河ドラマの黄金時代 春日  太一 ＮＨＫ出版 2021年2月 778.8/ｶ

されく魂 わが石牟礼道子抄 池澤  夏樹 河出書房新社 2021年2月 910.2/ｲ

みっちんの声 石牟礼  道子　他 河出書房新社 2021年2月 910.2/ｲ

私の名前を知って シャネル  ミラー 河出書房新社 2021年2月 936/ﾐ

赤いモレスキンの女 アントワーヌ  ローラン 新潮社 2020年12月 953.7/ﾛ

名作なんか、こわくない 柚木  麻子 ＰＨＰ研究所 2021年1月 B902/ﾕ

物語のなかとそと 江國  香織 朝日新聞出版 2021年3月 B914/ｴ

新・入り婿侍商い帖 ３ 遠島の罠 千野  隆司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 BF/ﾁﾉ/3

アンナの土星 益田  ミリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 BF/ﾏｽ

花束みたいな恋をした ノベライズ 黒住  光 リトルモア 2021年1月 F/ｸﾛ

１６８時間の奇跡 新堂  冬樹 中央公論新社 2021年2月 F/ｼﾝ

現代用語の基礎知識・別冊２０１１→２０２０ 自由国民社 2021年3月 R813/ｹﾞ

  ３．１１から１０年の日本列島

えんぴつ・ペン画 スケッチノート №３０ 記念号 岡本  正和 岡本  正和 2021年1月 Y725/ｵ/30

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

強制終了、いつか再起動 吉野  万理子 講談社 2021年2月 SF/ﾖｼ

〈児童〉

人体のふしぎ ４ ピクサーのなかまと学ぶはじめての科学 ウォルト  ディズニー  ジャパン∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 40/ﾋﾟ/4

テクノロジーのふしぎ ５ ピクサーのなかまと学ぶはじめての科学 ウォルト  ディズニー  ジャパン∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 40/ﾋﾟ/5

池の水なぜぬくの？ 外来種を探すだけではない“ほんとうの理由” 安斉  俊 くもん出版 2021年2月 46/ｱ

うまれたよ！ハンミョウ 青木  由親 岩崎書店 2021年2月 48/ｱ

うまれたよ！トカゲ 関  慎太郎 岩崎書店 2021年2月 48/ｾ

３分間サバイバル 〔２〕 真実を見極めろ！ウイルスパニック 粟生  こずえ あかね書房 2020年12月 91/ｱ/2

３分間サバイバル 〔３〕 絶体絶命！危険生物の世界 粟生  こずえ あかね書房 2021年1月 91/ｱ/3

四つ子ぐらし ８ 新学期は事件がいっぱい！ ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 91/ﾋ/8

おせんべいわれた 岡田  よしたか 出版ワークス 2021年2月 E/ｵ

まだまだまだまだ 五味  太郎 偕成社 2021年3月 E/ｺﾞ

にくにくしろくま 柴田  ケイコ ＰＨＰ研究所 2021年2月 E/ｼ

パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう 柴田  ケイコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年1月 E/ｼ

なんでもない 鈴木  のりたけ アリス館 2021年2月 E/ｽ

１０かいだてのまほうつかいのおしろ のはな  はるか ＰＨＰ研究所 2021年4月 E/ﾉ

はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ ふくざわ  ゆみこ 世界文化ワンダークリエイト 2021年3月 E/ﾌ

ココロノオクノトオクノオト マリア  レベデバ 光村教育図書 2021年2月 E/ﾚ

〈ＡV〉

宮本、独歩。 宮本  浩次∥唄 ユニバーサルミュージック合同会社 2020年3月 CD131/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　 （４/２４～４/３０） 2021年5月1日作成

◇中央図書館

〈一般〉

できるはんこレス入門 ＰＤＦと電子署名の基本が身に付く本 清水  理史 インプレス 2021年3月 007.6/ｼ

科学絵本の世界１００　学びをもっと楽しくする 平凡社 2021年3月 019.5/ｶ

江戸のことば絵事典 『訓蒙図彙』の世界 石上  阿希 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 031/ｲ

はじめてのニュース・リテラシー 白戸  圭一 筑摩書房 2021年3月 070/ｼ

渋沢栄一 天命を楽しんで事を成す 鹿島  茂∥監修 平凡社 2021年1月 289.1/ｼ

なんでもひける世界地図 〔２０２１〕 成美堂出版 2021年4月 290.3/ﾅ

るるぶ鳥取 大山  蒜山高原  水木しげるロード ’２２ ＪＴＢパブリッシング 2021年4月 291.7/ﾙ/22

『北京化』する香港の命運 中国共産党の国家戦略 加藤  嘉一 海竜社 2021年2月 302.2/ｶ

時代の異端者たち 青木  理 河出書房新社 2021年2月 304/ｱ

佐藤優というタブー 佐高  信 旬報社 2021年3月 304/ｻ

現代民主主義 指導者論から熟議、ポピュリズムまで 山本  圭 中央公論新社 2021年2月 311.7/ﾔ

竹島ＶＳ独島　日本人が知らない「竹島問題」の核心 下條  正男 ワニブックス 2021年3月 319.1/ｼ

「低度」外国人材 移民焼き畑国家、日本 安田  峰俊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 366.8/ﾔ

ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤  まめた 新日本出版社 2021年1月 367.9/ｴ

福島が沈黙した日 原発事故と甲状腺被ばく 榊原  崇仁 集英社 2021年1月 369.3/ｻ

津波を乗り越えた町々 東日本大震災、十年の足跡 谷口  雅彦∥写真・文 双葉社 2021年3月 369.3/ﾀ

オトナ女子のふるまい手帖 髙田  将代 ＳＢクリエイティブ 2021年3月 385.9/ﾀ

　なぜか大切にされる女性になるマナーと心得５６

おひとりさまの認知症  幸せに暮らす準備ブック 主婦の友社 2021年3月 493.75/ｵ

今だから知りたいワクチンの科学 中西  貴之 技術評論社 2021年3月 493.82/ﾅ

　効果とリスクを正しく判断するために

新型コロナワクチンＱ＆Ａ１００ コロワくんサポーターズ 日経ＢＰマーケティング 2021年4月 493.87/ｺ

　日米で診療にあたる医師ら１０人が総力回答！

新型コロナワクチン  打つ前に知っておきたいこと 宝島社 2021年4月 493.87/ｼ

新型コロナとワクチン  知らないと不都合な真実 峰  宗太郎（他） 日経ＢＰマーケティング 2020年12月 493.87/ﾐ

週刊文春  新型コロナ完璧サバイバルガイド ２０２１最新版 文藝春秋 2021年3月 498.6/ｼ

コロナとワクチン 船瀬  俊介 共栄書房 2021年1月 498.6/ﾌ

　新型ウイルス騒動の真相とワクチンの本当の狙い
フランス仕込みの魔女のレシピ ここっとさん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 596.23/ｺ

　ハーブを食べて、心も体も元気になる

包丁もまな板もいらない１０分弁当 Ａｋａｒｉｓｐｍｔ’ｓ  Ｋｉｔｃｈｅｎ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 596.4/ｱ

栗原心平のごちそうキャンプ 栗原  心平 小学館 2021年3月 596.4/ｸ

　メスティン・スキレット・ダッチオーブンでつくる極旨レシピ

志麻さんのベストおかず　プレミアムなほぼ１００円おかず編 タサン志麻 扶桑社 2021年2月 596/ﾀ/ｵﾚ

袋栽培でかんたん野菜づくり 梁川  正 秀和システム 2021年3月 626.9/ﾔ

　種をまくだけ！お部屋の窓辺でもできる

カラヴァッジョ原寸美術館  １００％  ＣＡＲＡＶＡＧＧＩＯ！ カラヴァッジョ∥画 小学館 2021年3月 723.3/ｶ

女ふたり、暮らしています。 キム  ハナ(他) ＣＣＣメディアハウス 2021年3月 929.1/ｷ

無垢の歌 ウィリアム  ブレイク 毎日新聞出版 2021年3月 931.6/ﾌﾞ

消失の惑星（ほし） ジュリア  フィリップス 早川書房 2021年2月 933.7/ﾌ

ＢＡＤ  ＢＬＯＯＤ　シリコンバレー最大の捏造スキャンダル全真相 ジョン  キャリールー 集英社 2021年2月 936/ｷ

３５歳の教科書 今から始める戦略的人生計画 藤原  和博 筑摩書房 2021年3月 B159/ﾌ

孟嘗君と戦国時代 宮城谷  昌光 中央公論新社 2021年2月 B222/ﾐ

リベラリズムとは何か マイケル  フリーデン 筑摩書房 2021年3月 B309/ﾌ

眼の冒険 デザインの道具箱 松田  行正 筑摩書房 2021年3月 B704/ﾏ

ことばの「言いかえ」便利帖 博学面白俱楽部 三笠書房 2021年3月 B810/ﾊ

その言葉、もう使われていませんよ 日本語倶楽部∥編 河出書房新社 2021年3月 B814/ﾆ

骨を追え ラストライン ４ 堂場  瞬一 文藝春秋 2021年3月 BF/ﾄﾞｳ/4

いっちみち 乃南  アサ 新潮社 2021年3月 BF/ﾉﾅ

ＪＲ高田馬場駅戸山口 柳  美里 河出書房新社 2021年3月 BF/ﾕｳ

書店員と二つの罪 碧野  圭 ＰＨＰ研究所 2021年2月 F/ｱｵ

ばあさんは１５歳 阿川  佐和子 中央公論新社 2021年1月 F/ｱｶﾞ

居酒屋ぼったくり　おかわり！　２ 秋川  滝美 星雲社 2021年3月 F/ｱｷ/2

●新着資料リスト●



アクティベイター 冲方  丁 集英社 2021年1月 F/ｳﾌﾞ

大儀　横浜みなとみらい署暴対係 今野  敏 徳間書店 2021年3月 F/ｺﾝ

野望の屍 佐江  衆一 新潮社 2021年1月 F/ｻｴ

階層樹海 椎名  誠 文藝春秋 2021年2月 F/ｼｲ

幕間のモノローグ 長岡  弘樹 ＰＨＰ研究所 2021年3月 F/ﾅｶﾞ

青い孤島 森沢  明夫 双葉社 2021年3月 F/ﾓﾘ

事典　日本の地域遺産　自然・産業・文化遺産　２ 日外アソシエーツ 2021年3月 R709/ｼﾞ/2

〈ティーンズ〉

おちょやん 初恋編 三國  月々子∥小説 学研プラス 2021年3月 SF/ﾐｸ

〈児童〉

渋沢栄一の論語と算盤 加地  伸行∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 15/ｼ

パラリンピックは世界をかえる ローリー  アレクサンダー 福音館書店 2021年3月 28/ｸﾞ

　ルートヴィヒ・グットマンの物語

すてきで偉大な女性たちが歴史をつくった ケイト  パンクハースト 化学同人 2021年2月 28/ﾊﾟ

すてきで偉大な女性たちが地球を守った ケイト  パンクハースト 化学同人 2021年2月 28/ﾊﾟ

すてきで偉大な女性たちが世界を変えた ケイト  パンクハースト 化学同人 2021年2月 28/ﾊﾟ

すてきで偉大な女性たちが世界を「あっ！」と言わせた ケイト  パンクハースト 化学同人 2021年2月 28/ﾊﾟ

子どもへのハラスメント 正しく知って、人権を守ろう！ 喜多  明人∥監修 ＰＨＰ研究所 2021年3月 36/ｺ

消えゆくくらしのモノ事典 岩崎書店 2021年2月 38/ｷ

星と星座の動き 季節や時刻で見える星座はちがう ほるぷ出版 2021年3月 44/ﾎ

ざんこく探偵の生きもの事件簿 一日一種 山と溪谷社 2021年4月 46/ｲ

はじめてでもカンタン！手づくり布マスク 理論社 2021年3月 59/ﾊ

たけのこなんのこ？　しぜんにタッチ！ ひさかたチャイルド 2021年3月 65/ﾀ

スポーツ年鑑 ２０２１ ポプラ社 2021年3月 78/ｽ/21

三毛猫ホームズの殺人協奏曲　三毛猫ホームズの事件ノート 赤川  次郎 汐文社 2021年2月 91/ｱ

青の読み手 小森  香折 偕成社 2021年2月 91/ｺ

わたし、パリにいったの たかどの  ほうこ のら書店 2021年3月 91/ﾀ

わたしたちの物語のつづき 濱野  京子 あかね書房 2021年2月 91/ﾊ

対決！卓球部 横沢  彰 新日本出版社 2021年3月 91/ﾖ

ロサリンドの庭 エルサ  ベスコフ あすなろ書房 2021年2月 94/ﾍﾞ

おおきくなったら とよた  かずひこ 童心社 2021年4月 C/ﾖｳｼﾞ

しりとり 安野  光雅 福音館書店 2021年2月 E/ｱ

ひそひそこしょこしょ　ささやきごえでよむえほん うちむら  たかし クレヨンハウス 2021年2月 E/ｳ

恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川  みつひろ 小峰書店 2021年3月 E/ｸ

　きょだいよくりゅうとたたかうまき

はろるどのそらのたび クロケット  ジョンソン 出版ワークス 2021年3月 E/ｼﾞ

バルバルさん  きょうはこどもデー 西村  敏雄 福音館書店 2021年3月 E/ﾆ

るーくんのベッド はせがわ  さとみ アリス館 2021年2月 E/ﾊ

でんしゃのつくりかた こうじょうけんがくにいってみよう！ 溝口  イタル 交通新聞社 2021年2月 E/ﾐ

ぽかぽかぐ～ん　角野栄子のアコちゃん絵本 よしむら  めぐ 小学館 2021年3月 E/ﾖ

にげてさがして ヨシタケ  シンスケ 赤ちゃんとママ社 2021年3月 E/ﾖ

ふたりはずっと　かしこいちえのことばしゅう アーノルド  ローベル 文化出版局 2021年3月 E/ﾛ

〈ＡV〉

あなたが選んだ古関メロディーベスト３０ 古関  裕而∥作曲・編曲 日本コロムビア 2020年4月 CD111/ｺ

ＳＺ１０ＴＨ Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ ユニバーサルミュージック合同会社 2021年3月 CD131/ｾ

ここにいるよ 中島  みゆき ヤマハミュージック 2020年12月 CD131/ﾅ

ＳＯＵＮＤＴＲＡＣＫＳ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ∥演奏 トイズファクトリー 2020年12月 CD131/ﾐ
グレイテスト・ヒッツ ＧＲＥＡＴＥＳＴ クイーン ユニバーサルミュージック合同会社 2019年3月 CD511/ｸ

アフター・アワーズ ＡＦＴＥＲ ＨＯＵＲＳ ザ・ウイークエンド ユニバーサルミュージック合同会社 2020年5月 CD511/ｻﾞ

フォークロア ｆｏｌｋｌｏｒｅ テイラー・スウィフト ユニバーサルミュージック合同会社 2020年8月 CD511/ｽ

Ｆａｋｅ Ｉｔ Ｆｌｏｗｅｒｓ ビーバドゥービー ユニバーサルミュージック合同会社 2020年10月 CD511/ﾋﾞ

アラジン Ａｌａｄｄｉｎ ガイ・リッチー∥監督 ウォルト・ディズニー・ジャパン 2019年 DVﾖｳ/ｱﾗ

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 デイビッド・イェーツ∥監督 ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント 2017年 DVﾖｳ/ﾌｱ

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


