
あたらしく購入した本　 （５/２９～６/４） 2021年6月5日作成

◇中央図書館

〈一般〉

学校司書のための学校図書館サービス論 学校図書館問題研究会∥編 樹村房 2021年2月 017/ｶﾞ

時代を撃つノンフィクション１００ 佐高  信 岩波書店 2021年3月 019/ｻ

カール・ロジャーズ カウンセリングの原点 諸富  祥彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 146.8/ﾛ

働くオトナ女子のためのゆるっと習慣 米山  彩香 学研プラス 2021年4月 159.6/ﾖ

  毎日のモヤモヤプチストレスがすーっと消える

歴代天皇総覧 皇位はどう継承されたか 増補版 笠原  英彦 中央公論新社 2021年3月 288.4/ｶ

コロナ危機と未来の選択 アジア太平洋資料センター∥編 コモンズ 2021年4月 304/ｱ

  パンデミック・格差・気候危機への市民社会の提言

主権者のいない国 白井  聡 講談社 2021年3月 304/ｼ

なぜ、日本人は「空気」を読んで失敗するのか？ 田原  総一朗　他 辰巳出版 2021年4月 304/ﾀ

  “大炎上”ニッポン！勇気を持って自己主張する生き方の極意

菅政権 東大話法とやってる感政治 宇佐美  典也 星海社 2021年3月 312.1/ｳ

文部科学省 揺らぐ日本の教育と学術 青木  栄一 中央公論新社 2021年3月 317.2/ｱ

警視庁科学捜査官 難事件に科学で挑んだ男の極秘ファイル 服藤  恵三 文藝春秋 2021年3月 317.7/ﾊ

中国が抱える９つの国際問題 宮家  邦彦 ビジネス教育出版社 2021年3月 319.2/ﾐ

１分で話せ ２  超実践編 伊藤  羊一 ＳＢクリエイティブ 2021年3月 336.4/ｲ/ｸﾛ

オンライン研修ハンドブック 中村  文子　他 日本能率協会マネジメントセンター 2021年3月 336.4/ﾅ/ｺﾞﾙ

  退屈な研修が「実践的な学び」に変わる学習設計

労働組合とは何か 木下  武男 岩波書店 2021年3月 366.6/ｷ

親の期待に応えなくていい 鴻上  尚史 小学館 2021年4月 367.3/ｺ

やです、だめです、いきません 親が教える子どもを守る安全教育 清永  奈穂 岩崎書店 2021年3月 368.6/ｷ

非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山  剛 三五館シンシャ 2021年5月 369.1/ﾏ

  当年６０歳、排泄も入浴もお世話させていただきます

地球温暖化を解決したい エネルギーをどう選ぶ？ 小西  雅子 岩波書店 2021年3月 451.8/ｺ

地震はなぜ起きる？ 鎌田  浩毅 岩波書店 2021年3月 453/ｶ

スピルオーバー ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか デビッド  クアメン 明石書店 2021年3月 493.8/ｸ

こわいほどよくわかる新型コロナとワクチンのひみつ 近藤  誠 ビジネス社 2021年4月 493.87/ｺ

ＡＰＤ〈聴覚情報処理障害〉がわかる本 聞きとる力の高め方 小渕  千絵∥監修 講談社 2021年3月 496.6/ｴ

健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の○と× 古畑  公　他 誠文堂新光社 2021年4月 498.55/ﾌ

イギリスとアメリカの公共空間マネジメント 公民連携の手法と事例 坂井  文 学芸出版社 2021年4月 518.8/ｻ

  整理・収納・片づけのプロがやっている、考えなくても片づく部屋のつくり方

目で見てナットク！はんだ付け作業 カラー版 野瀬  昌治 日刊工業新聞社 2021年3月 566.6/ﾉ

日本全国地魚定食紀行 うぬま  いちろう 徳間書店 2021年3月 596.3/ｳ

  ひとり密かに焼きアナゴ、キンメの煮付け、サクラエビのかき揚げ…

ズボラさんでもできる！はじめての断捨離 やました  ひでこ∥監修 宝島社 2021年4月 597.5/ｽﾞ

南小国町の奇跡 稼げる町になるために大切なこと 柳原  秀哉 ＣＣＣメディアハウス 2021年4月 601.1/ﾔ

「農地転用の手続」何をするかがわかる本 若子  昭一 セルバ出版 2021年3月 611.2/ﾜ

  あなたの土地、眠っていませんか？

長生きする鳥の育てかた 愛鳥と末永く幸せに暮らす方法、教えます 細川  博昭 誠文堂新光社 2021年3月 646.8/ﾎ

不動産取引のしくみがわかる本 最新版 平田  康人 同文舘出版 2021年4月 673.9/ﾋ

死なないように稼ぐ。 生き残るビジネスと人材 堀江  貴文 ポプラ社 2021年3月 673.9/ﾎ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

マーケティングコミュニケーションにおける創造性と戦略 村尾  俊一 中央経済社 2021年3月 674.4/ﾑ
  クリエイティビティとアカウントプランニング

扉はひらく  いくたびも 時代の証言者 竹宮  惠子 中央公論新社 2021年3月 726.1/ﾀ

武満徹逍遥 遠ざかる季節から 小沼  純一 青土社 2021年3月 762.1/ﾀ

ニッポン男性アイドル史 一九六〇－二〇一〇年代 太田  省一 青弓社 2021年3月 767.8/ｵ

家キャンプはじめました。 尚桜子 エイアンドエフ 2021年4月 786.3/ﾅ

  まずは手軽・快適・安全なアウトドア体験から！

韓国語の語源図鑑 一度見たら忘れない！ 阪堂  千津 かんき出版 2021年4月 829.1/ﾊ
Ｔｒａｎｓｉｔ（トランジット） 和合  亮一 ナナロク社 2021年3月 911.5/ﾜ/ｸﾛ

自分をまるごと愛する７つのルール 下重  暁子 小学館 2021年4月 914.6/ｼ

命とられるわけじゃない 村山  由佳 集英社 2021年3月 914.6/ﾑ

ヤマザキマリの世界逍遥録 ヤマザキ  マリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 915.6/ﾔ

●新着資料リスト●



３人で親になってみた ママとパパ、ときどきゴンちゃん 杉山  文野 毎日新聞出版 2021年4月 916/ｽ

アウトサイダー 上 スティーヴン  キング 文藝春秋 2021年3月 933.7/ｷ

アウトサイダー 下 スティーヴン  キング 文藝春秋 2021年3月 933.7/ｷ

理不尽ゲーム サーシャ  フィリペンコ 集英社 2021年3月 983/ﾌ

ウマし 伊藤  比呂美 中央公論新社 2021年3月 B596/ｲ

『鬼滅の刃』で哲学する 人生の見方が変わるヒント 小川  仁志 ＰＨＰ研究所 2021年3月 B726/ｵ

終身刑の女 レイチェル  クシュナー 小学館 2021年2月 B933/ｸ

臨床法医学者・真壁天 秘密基地の首吊り死体 高野  結史 宝島社 2021年4月 BF/ﾀｶ

恋に焦がれたブルー 宇山  佳佑 集英社 2021年3月 F/ｳﾔ

コンジュジ 木崎  みつ子 集英社 2021年1月 F/ｷｻﾞ

〈児童〉

勉強なんてしたくない君へ 佐藤  慧 東洋館出版社 2021年3月 15/ｻ

毎日がつまらない君へ 佐藤  慧 東洋館出版社 2021年3月 15/ｻ

猿橋勝子 女性科学者の先駆者 清水  洋美 汐文社 2021年3月 28/ｻ

ＳＤＧｓのきほん 目標１６  平和と公正 ポプラ社 2021年3月 33/ｲ

ＳＤＧｓのきほん 目標１７  パートナーシップ ポプラ社 2021年3月 33/ｲ

ペットボトルで育てよう 水の生き物 谷本  雄治 汐文社 2021年3月 46/ﾀ

だれのうんち？ うんちでわかる動物のひみつ 有沢  重雄∥構成 偕成社 2021年4月 48/ｱ

知ることからはじめよう感染症教室 １ 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/1

  知ってふせごう  感染症の正体

知ることからはじめよう感染症教室 ２ 人類ＶＳ感染症の歴史 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/2

知ることからはじめよう感染症教室 ３ 感染症とたたかう仕事 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/3

知ることからはじめよう感染症教室 ４ 感染症で考えるモラルと人権 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/4

知ることからはじめよう感染症教室 ５ 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/5

  データで見る新型コロナウイルス

すっぱいのひみつ お酢と発酵を科学する 赤野  裕文 金の星社 2021年3月 58/ｱ

一年間だけ。 ７ キミへと、想いが走りだす… 安芸  咲良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 91/ｱ/7

サイコーの通知表 工藤  純子 講談社 2021年3月 91/ｸ

ひかる石のおはなし 小手鞠  るい あかね書房 2021年3月 91/ｺ

葉っぱにのって 濱野  京子 金の星社 2021年3月 91/ﾊ

おさんぽおさんぽポンチョコリーナ 新沢  としひこ 童心社 2021年5月 C

ワーニーはみがきできるかな いとう  みき 童心社 2021年5月 C

へんしんどうぶつえん あきやま  ただし 金の星社 2021年3月 E/ｱ

オサム あべ  弘士 童話屋 2021年3月 E/ｱ

さるじぞう 斎藤  隆夫 あすなろ書房 2021年3月 E/ｻ

よるがやってくる 下田  昌克 こぐま社 2021年4月 E/ｼ

しげちゃんのはつこい 長谷川  義史 金の星社 2021年3月 E/ﾊ

ヴォドニークの水の館 チェコのむかしばなし 降矢  なな ＢＬ出版 2021年4月 E/ﾌ

ともだちいっしゅうかん 降矢  なな 偕成社 2021年4月 E/ﾌ

くまちゃんがちいさくなっちゃった ジェーン  マッセイ 光村教育図書 2021年3月 E/ﾏ

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



あたらしく購入した本　 （６/５～６/１１） 2021年6月12日作成

◇中央図書館

〈一般〉

オードリー・タン  日本人のためのデジタル未来学 早川  友久 ビジネス社 2021年4月 007.3/ﾊ

すぐそこにあるサイバーセキュリティーの罠 勝村  幸博 日経ＢＰ 2021年4月 007.6/ｶ

  テレワーク、スマホ、メールを狙う最新トラブルとその裏側

不機嫌のトリセツ 黒川  伊保子 河出書房新社 2021年4月 159.6/ｸ

お前のために生きてないから大丈夫です カマたくの人生ざっくり相談室 カマたく ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 159/ｶ

鴻上尚史のますますほがらか人生相談  息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋 鴻上  尚史 朝日新聞出版 2021年4月 159/ｺ

渋沢栄一 よく集め、よく施された 武田  晴人 ミネルヴァ書房 2021年4月 289.1/ｼ

出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第３版 ＴＡＣ株式会社出版事業部 2021年4月 291.7/ｲ

松江・出雲  石見銀山 ’２２ 昭文社 2021年5月 291.7/ﾏ/22

新世紀のコミュニズムへ 資本主義の内からの脱出 大澤  真幸 ＮＨＫ出版 2021年4月 311/ｵ

参加したくなる会議のつくり方 公務員のためのファシリテーション入門 加留部  貴行 ぎょうせい 2021年4月 318.3/ｶ

子の利益に適う離婚協議 子どもの未来を考えた協議条項のつくり方 平田  厚 第一法規 2021年4月 324.6/ﾋ

１００案思考 「書けない」「思いつかない」「通らない」がなくなる 橋口  幸生 マガジンハウス 2021年4月 336/ﾊ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

株・投資信託・ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡがわかる  泉  美智子 朝日新聞出版 2021年3月 338.1/ｲ

  今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版

老いの福袋 あっぱれ！ころばぬ先の知恵８８ 樋口  恵子 中央公論新社 2021年4月 367.7/ﾋ

老後の年表 横手  彰太 かんき出版 2021年4月 367.7/ﾖ

  人生後半５０年でいつ、何が起きるの…？で、私はどうすればいいの？？

コロナ禍、貧困の記録 ２０２０年、この国の底が抜けた 雨宮  処凛 かもがわ出版 2021年4月 368.2/ｱ

介護しているあなたが一瞬で楽になる声かけ 介護現場での感染症対策も充実！ 大石  幸枝 自由国民社 2021年4月 369.2/ｵ

発達障害でＩＴ社長の僕 齋藤  秀一 幻冬舎メディアコンサルティング 2021年3月 369.2/ｻ

いないことにされる私たち 福島第一原発事故１０年目の「言ってはいけない真実」 青木  美希 朝日新聞出版 2021年4月 369.3/ｱ

アドボカシーってなに？ 施設訪問アドボカシーのはじめかた 栄留  里美　他 解放出版社 2021年4月 369.4/ｴ

「奨学金」上手な借り方新常識 緊急対応版 竹下  さくら 青春出版社 2021年4月 373.4/ﾀ

ＴＲＩＣＫ エスター  ウォジスキー 文藝春秋 2021年4月 379.9/ｳ
  スティーブ・ジョブズを教えＹｏｕＴｕｂｅ  ＣＥＯを育てたシリコンバレーのゴッドマザーによる世界一の教育法

トコトンやさしい天文学の本 山口  弘悦　他 日刊工業新聞社 2021年3月 440/ﾔ

日本のアンモナイト 本でみるアンモナイト博物館 大八木  和久 築地書館 2021年4月 457.8/ｵ

ベジタリアン哲学者の動物倫理入門 浅野  幸治 ナカニシヤ出版 2021年3月 480.9/ｱ

がんと癌は違います 知っているようで知らない医学の言葉５５ 山本  健人 幻冬舎 2021年3月 490.4/ﾔ

養老先生、病院へ行く 養老  孟司　他 エクスナレッジ 2021年4月 498.04/ﾖ

新型コロナウイルス  ナースたちの現場レポート 日本看護協会出版会編集部∥編 日本看護協会出版会 2021年3月 498/ﾆ

漢方嫁日記 はじめての薬膳編 ふかや  かよこ 河出書房新社 2021年4月 499.8/ﾌ

ＬＩＮＥ完全マニュアル ビジネスにも役立つ！ 第２版 桑名  由美　他 秀和システム 2021年4月 547.4/ｸ/P

一枚裁ちのゆったりきれいな手ぬい服 おうち時間を心地よく… 高橋  恵美子 ブティック社 2021年4月 593.3/ﾀ/ｺｽ

せいろ蒸し大全 基本からワザありまで。せいろを使いこなす決定版！ 岩﨑  啓子 河出書房新社 2021年4月 596/ｲ/ｵﾚ

ＮＨＫガッテン！旬ごとのマル得ワザ満載一流料理人３７人が協力！ ＮＨＫ第３制作ユニット（科学） 他∥編 主婦と生活社 2021年4月 596/ｴ/ｵﾚ

  「食材の新常識」おかず１５０

マンハッタンに陽はまた昇る ６０歳から始まる青春グラフィティ 大江  千里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 764.7/ｵ

町山智浩のシネマトーク  恋する映画 町山  智浩 スモール出版 2021年4月 778.2/ﾏ

三谷幸喜のありふれた生活 １６ 予測不能 三谷  幸喜 朝日新聞出版 2021年4月 914.6/ﾐ/16

別の人 カン  ファギル エトセトラブックス 2021年3月 929.1/ｶ

少年は世界をのみこむ トレント  ダルトン ハーパーコリンズ・ジャパン 2021年2月 933.7/ﾀﾞ

中国の歴史 ９ 海と帝国 明清時代 講談社 2021年3月 B222/ﾁ/9

中国の歴史 １０ ラストエンペラーと近代中国 清末 中華民国 講談社 2021年4月 B222/ﾁ/10

大衆食堂に行こう 東海林  さだお 大和書房 2021年4月 B596/ｼ

灰の劇場 恩田  陸 河出書房新社 2021年2月 F/ｵﾝ

初詣で 照降町四季（てりふりちょうのしき） 佐伯  泰英 文藝春秋 2021年4月 F/ｻｴ

青い砂漠のエチカ 高島  雄哉 星海社 2021年3月 F/ﾀｶ

魚服記 太宰  治 立東舎 2021年4月 F/ﾀﾞｻﾞ

きみの傷跡 藤野  恵美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 F/ﾌｼﾞ

最高のアフタヌーンティーの作り方 古内  一絵 中央公論新社 2021年4月 F/ﾌﾙ

エレジーは流れない 三浦  しをん 双葉社 2021年4月 F/ﾐｳ

●新着資料リスト●



ドキュメント 湊  かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 F/ﾐﾅ

春は馬車に乗って 横光  利一 立東舎 2021年4月 F/ﾖｺ

〈ティーンズ〉

青鬼調査クラブ 怪物たちの島を攻略せよ！ ４ 黒田  研二∥原作 ＰＨＰ研究所 2021年5月 SF/ｸﾛ/4

５分で読書 昼休みの冒険 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 SF/ｺﾞﾌ

みつばちと少年 村上  しいこ 講談社 2021年4月 SF/ﾑﾗ

〈児童〉

小学生のコツ (1) 学校のひみつ 齋藤  孝 小学館クリエイティブ 2021年4月 37/ｻ

手話でつながる世界 手話で話そう １ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店 2021年4月 37/ｼ/1

手話でつながる世界 くらべよう！世界の手話 ２ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店 2021年4月 37/ｼ/2

手話でつながる世界 手話で日本一周 ３ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店 2021年4月 37/ｼ/3

手話でつながる世界 手話で世界一周 ４ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店 2021年4月 37/ｼ/4

いろいろなとりのくちばし たべるくちばし 〔１〕 あかね書房 2021年4月 48/ｲ/1

いろいろなとりのくちばし つくるくちばし 〔２〕 あかね書房 2021年4月 48/ｲ/2

いろいろなとりのくちばし つかまえるくちばし 〔３〕 あかね書房 2021年4月 48/ｲ/3

海・川の危険生物スペシャル 今泉  忠明∥監修 朝日新聞出版 2021年4月 48/ｳ

ストップ！ＳＮＳトラブル １ 炎上、誹謗中傷はどうして起こる？ 小寺  信良 汐文社 2021年4月 54/ｺ

ひみつのおばけ一家 学校おばけをやっつけろ！ １ 石崎  洋司 岩崎書店 2021年4月 91/ｲ

はりねずみのルーチカ にじいろのたまご かんの  ゆうこ 講談社 2021年4月 91/ｶ

ねずみくんのピッピッピクニック 上野  紀子 ポプラ社 2021年4月 E/ｳ

はろるどのたからさがし クロケット  ジョンソン 出版ワークス 2021年5月 E/ｼﾞ

たべたのだーれだ？ たむら  しげる 福音館書店 2021年4月 E/ﾀ

うそ 中山  信一 主婦の友社 2021年4月 E/ﾅ

まよなかのトイレ まるやま  あやこ 福音館書店 2021年4月 E/ﾏ
あきらがあけてあげるから ヨシタケ  シンスケ ＰＨＰ研究所 2021年4月 E/ﾖ
ちいさなこえがみらいをかえる！ デイヴィッド  ロバーツ 絵本塾出版 2021年3月 E/ﾛ

〈ＡV〉

手話で楽しむ絵本 偕成社∥企画・制作・著作 偕成社 2020年 DVｱﾆ/ｼｭ

海よりもまだ深く 是枝  裕和∥原案・監督・脚本・編集 バンダイ 2019年 DVﾎｳ/ｳﾐ

殯の森（もがりのもり） 河瀬  直美∥監督・脚本・プロデュース ＮＨＫエンタープライズ 2008年 DVﾎｳ/ﾓｶﾞ

エデンより彼方に トッド・ヘインズ∥監督・脚本 アイ・ヴィー・シー 2020年 DVﾖｳ/ｴﾃﾞ

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



あたらしく購入した本　 （６/１２～６/１８） 2021年6月19日作成

◇中央図書館

〈一般〉

私たちは、どんな未来を生きるのか？　おとなの教養　３ 池上  彰 ＮＨＫ出版 2021年4月 002/ｲ/3

日本の図書館の歩み １９９３－２０１７ 日本図書館協会∥編 日本図書館協会 2021年3月 010.2/ﾆ

本屋大賞 ２０２１ 本の雑誌編集部∥編 本の雑誌社 2021年4月 019.9/ﾎ/21

やっぱり結婚しなきゃ！と思ったら読む本 トイアンナ(他) 河出書房新社 2021年4月 152.2/ﾄ

　３５歳からのナチュ婚のすすめ

危機の日本史 近代日本１５０年を読み解く 佐藤  優（他） 講談社 2021年3月 210.6/ｻ

渋沢栄一と岩崎弥太郎 河合  敦 幻冬舎 2021年3月 289.1/ｼ

　日本の資本主義を築いた両雄の経営哲学

１日１ページ、３６５日で世界一周　オールカラー 井田  仁康∥監修 成美堂出版 2021年5月 290.4/ｲ

るるぶ立山  黒部  アルペンルート 〔２０２２〕 ＪＴＢパブリッシング 2021年5月 291.4/ﾙ 

日韓の歴史をたどる　支配と抑圧、朝鮮蔑視観の実相 新日本出版社 2021年4月 319.1/ﾆ

韓国「反日民族主義」の奈落 呉  善花 文藝春秋 2021年4月 319.2/ｵ

同一労働同一賃金を活かす人事管理 今野  浩一郎 日経ＢＰマーケティング 2021年4月 336.4/ｲ/ﾐｽﾞ

トヨタの会議は３０分 山本  大平 すばる舎 2021年4月 336.4/ﾔ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

　ＧＡＦＡＭやＢＡＴＨにも負けない最速・骨太のビジネスコミュニケーション術

他人に気をつかいすぎて疲れる人の心理学 加藤  諦三 青春出版社 2021年3月 361.4/ｶ

まんが  子どものいない私たちの生き方 森下  えみこ∥まんが 小学館 2021年4月 367.2/ﾓ

　おひとりさまでも、結婚してても。

不登校に陥る子どもたち　 成重  竜一郎 合同出版 2021年4月 371.4/ﾅ

　「思春期のつまずき」から抜け出すためのプロセス

ネットの高校、日本一になる。 崎谷  実穂 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 376.4/ｻ

　開校５年で在校生１６、０００人を突破したＮ高の秘密

発達障害児のためのモンテッソーリ教育 佐々木  信一郎 講談社 2021年4月 378.6/ｻ

彼らはどこにいるのか　地球外知的生命をめぐる最新科学 キース  クーパー 河出書房新社 2021年4月 440/ｸ

遺伝子のスイッチ 生田  哲 東洋経済新報社 2021年4月 467.2/ｲ

　何気ないその行動があなたの遺伝子の働きを変える

そもそも植物とは何か フロランス  ビュルガ 河出書房新社 2021年4月 471/ﾋﾞ

先生、頭突き中のヤギが尻尾で笑っています！ 小林  朋道 築地書館 2021年4月 481.7/ｺ

健康食品・サプリメント知りたいことガイドブック 畝山  智香子(他) 中央法規出版 2021年4月 498.5/ｳ

　Ｑ＆Ａでわかる正しい知識と選び方

心の不調の９割は食事で治る 溝口  徹 フォレスト出版 2021年4月 498.58/ﾐ

分水嶺 ドキュメントコロナ対策専門家会議 河合  香織 岩波書店 2021年4月 498.6/ｶ

はじめてのＣｌｕｂｈｏｕｓｅスタートガイド 吉岡  豊 秀和システム 2021年4月 547.4/ﾖ/P

ＮＨＫプロフェッショナル仕事の流儀　プロのおうちごはん アスコム 2021年4月 596/ｴ/ｵﾚ

星野リゾート１０の物語 麗し日本旅、再発見！ せきね  きょうこ 講談社 2021年4月 689.8/ｾ

美術でめぐる西洋史年表 池上  英洋（他） 新星出版社 2021年5月 702/ｲ

はじめてのモネ 中川  真貴 求龍堂 2021年4月 723.3/ﾓ

時代劇聖地巡礼 春日  太一 ミシマ社 2021年4月 778.2/ｶ

阿川佐和子のこの棋士に会いたい 阿川  佐和子 文藝春秋 2021年4月 796/ｱ

　将棋の天才たちの本音に迫る抱腹絶倒１１のトーク。

世界の「こんにちは」 日経ＢＰマーケティング 2021年4月 802/ｾ

ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野  綾子 ポプラ社 2021年3月 914.6/ｿ

コロナ時代のパンセ　戦争法からパンデミックまで７年間の思考 辺見  庸 毎日新聞出版 2021年4月 914.6/ﾍ

むしろ、考える家事 山崎  ナオコーラ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 914.6/ﾔ

哲学漫想 山崎  正和 中央公論新社 2021年2月 914.6/ﾔ

断絶 リン  マー 白水社 2021年4月 933.7/ﾏ

祖国 上 フェルナンド  アラムブル 河出書房新社 2021年4月 963/ｱ

祖国 下 フェルナンド  アラムブル 河出書房新社 2021年4月 963/ｱ

少しぐらいの嘘は大目に　向田邦子の言葉 向田  邦子 新潮社 2021年4月 B778/ﾑ

待ちにし主は来ませり　ホーンテッド・キャンパス　１８ 櫛木  理宇 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 BF/ｸｼ/18

●新着資料リスト●



曲亭の家 西條  奈加 角川春樹事務所 2021年4月 F/ｻｲ

グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 東京バンドワゴン １６ 小路  幸也 集英社 2021年4月 F/ｼﾖ

風は山から吹いている 額賀  澪 二見書房 2021年5月 F/ﾇｶ

　Ｗｈｙ  ｃｌｉｍｂ  ｍｏｕｎｔａｉｎｓ  ｗｉｔｈ  ｍｅ？

山口古民家カフェ＆レストラン ザメディアジョン 2021年4月 Y291/ﾔ

ダンス・イン・ザ・ファーム 周防大島で坊主と農家と他いろいろ 中村  明珍 ミシマ社 2021年3月 Y611/ﾅ

〈ティーンズ〉

人類滅亡フラグがたちました！ ぼくらが決める七つの未来 令丈  ヒロ子 ＰＨＰ研究所 2021年4月 SF/ﾚｲ

〈児童〉

青のなかの青　アンナ・アトキンスと世界で最初の青い写真集 フィオナ  ロビンソン 評論社 2021年3月 28/ｱ

ようこそみんなの世界へ 世界中の子どもたち、ばんざい！ モイラ  バターフィールド 化学同人 2021年4月 38/ﾊﾞ

世界でいちばん美しいこども元素ずかん セオドア  グレイ 創元社 2021年4月 43/ｸﾞ

富士山のまりも　夏休み自由研究５０年後の大発見 亀田  良成 福音館書店 2021年3月 47/ｶ

おかえり、ウミガメ 高久  至∥写真・文 アリス館 2021年4月 48/ﾀ

「疫病」と日本人　 稲葉  茂勝 新日本出版社 2021年3月 49/ｲ/4

　ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活　４

感染症に国境なし 稲葉  茂勝 新日本出版社 2021年3月 49/ｲ/5

　ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活　５

感染症との共存とは？ 稲葉  茂勝 新日本出版社 2021年3月 49/ｲ/6

　ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活　６

新しい生活様式ってなんだろう？　知っておきたい！新しい生活様式　１ あかね書房 2021年4月 49/ｼ/1

学校生活での感染予防と新しい生活様式 あかね書房 2021年4月 49/ｼ/2

　知っておきたい！新しい生活様式　２

自宅での感染予防と新しい生活様式 あかね書房 2021年4月 49/ｼ/3

　知っておきたい！新しい生活様式　３

町・外出先での感染予防と新しい生活様式 あかね書房 2021年4月 49/ｼ/4

　知っておきたい！新しい生活様式　４

くらしを支えるエネルギー　再生可能エネルギーをもっと知ろう　１ 岩崎書店 2021年4月 50/ｻ/1

自然の力をいかす　再生可能エネルギーをもっと知ろう　２ 岩崎書店 2021年3月 50/ｻ/2

持続可能な社会のために　再生可能エネルギーをもっと知ろう　３ 岩崎書店 2021年4月 50/ｻ/3

大人も知らない！？ＳＤＧｓなぜなにクイズ図鑑 宝島社 2021年4月 51/ｵ

環境　みんなでつくろう！サステナブルな社会　未来へつなぐＳＤＧｓ　１ 小峰書店 2021年4月 51/ﾐ/1

社会　みんなでつくろう！サステナブルな社会　未来へつなぐＳＤＧｓ　２ 小峰書店 2021年4月 51/ﾐ/2

経済　みんなでつくろう！サステナブルな社会　未来へつなぐＳＤＧｓ　３ 小峰書店 2021年4月 51/ﾐ/3

富岡製糸場　生糸がつくった近代の日本 田村  仁∥写真・文 福音館書店 2021年3月 63/ﾀ

名探偵コナン　緋色の弾丸 水稀  しま 小学館 2021年4月 91/ﾐ

くさをたべすぎたロバくん アヌスカ  アレプス ＢＬ出版 2021年5月 E/ｱ

まいごのたまごにいちゃん あきやま  ただし 鈴木出版 2021年4月 E/ｱ

こねこのきょうだいかぞえうた おふろ 石黒  亜矢子 ＢＬ出版 2021年4月 E/ｲ

こねこのきょうだいかぞえうた おやつ 石黒  亜矢子 ＢＬ出版 2021年4月 E/ｲ

こねこのきょうだいかぞえうた おやすみ 石黒  亜矢子 ＢＬ出版 2021年4月 E/ｲ

おやつトランポリン 小池  壮太 白泉社 2021年4月 E/ｺ

なぁなぁ、あそぼ～！ さいとう  しのぶ 岩崎書店 2021年4月 E/ｻ

にんきものいちねんせい つちだ  のぶこ 小学館 2021年4月 E/ﾂ

二平方メートルの世界で はた  こうしろう 小学館 2021年4月 E/ﾊ

アンパンマンとまほうのロープ やなせ  たかし フレーベル館 2021年4月 E/ﾔ

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



あたらしく購入した本　 （６/１９～６/２５） 2021年6月26日作成

◇中央図書館

〈一般〉

自分の芯をつくる学び 今からでも遅くない！ 齋藤  孝 世界文化ブックス 2021年5月 002.7/ｻ

インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式 神田  知宏 日本加除出版 2021年3月 007.3/ｶ

まちづくりと図書館 人々が集い、活動し創造する図書館へ 大串  夏身 青弓社 2021年4月 016.2/ｵ

疑惑の作家「門田隆将」と門脇護 柳原  滋雄 論創社 2021年4月 021.5/ﾔ

本当に頭がいい人の思考習慣１００ 齋藤  孝 宝島社 2021年5月 141.5/ｻ

大丈夫！すべて思い通り。 一瞬で現実が変わる無意識のつかいかた Ｈｏｎａｍｉ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 145.1/ﾎ

オートキャンプ場ナビ 全国版 ２０２１－２０２２ 交通タイムス社 2021年5月 291/ｵ/21

サイクリストが選んだニッポンのサイクリングルートＢＥＳＴ１００ 八重洲出版 2021年4月 291/ｻ

日本百名山 上巻 ２版 昭文社 2021年5月 291/ﾆ

日本百名山 下巻 ２版 昭文社 2021年5月 291/ﾆ

多様な社会はなぜ難しいか 日本の「ダイバーシティ進化論」 水無田  気流 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2021年4月 367.2/ﾐ

なんで家族を続けるの？ 内田  也哉子　他 文藝春秋 2021年3月 367.3/ｳ

なぜ妻は「手伝う」と怒るのか 妻と夫の溝を埋める５４のヒント 佐光  紀子 平凡社 2021年4月 367.3/ｻ

さあ、生活保護を受けましょう！ 困ったら迷わず活用 外場  あたる 唯学書房 2021年4月 369.2/ｿ

超音波マッサージで近視・老眼はズバリなおせる！ 田井  千津子∥監修 青娥書房 2021年6月 496.4/ﾁ

６０歳からは脚を鍛えなさい 一生続けられる運動のコツ 中野  ジェームズ修一 ＰＨＰエディターズ・グループ 2021年4月 498.3/ﾅ/ｹﾝｺｳﾎｳ

カラダにやさしいコンビニごはん 平澤  芳恵 小学館 2021年4月 498.5/ﾋ

  東京労災病院管理栄養士監修

コロナ脳 日本人はデマに殺される 小林  よしのり　他 小学館 2021年4月 498.6/ｺ

命に〈価格〉をつけられるのか ハワード  スティーヴン  フリードマン 慶應義塾大学出版会 2021年4月 498/ﾌ

Ｔｗｉｔｔｅｒ完全マニュアル ビジネスにも役立つ！ 第２版 八木  重和 秀和システム 2021年4月 547.4/ﾔ/P

帰るのが楽しみになるひとり暮らしＢＯＯＫ Ｈａｎａｍｏｒｉ 大和書房 2021年4月 590/ﾊ

ひとり暮らし月１５万円以下で毎日楽しく暮らす すばる舎 2021年5月 590.4/ﾋ

１日でぬえる！簡単楽ちんワンピース  子どものおしゃれなアッパッパ Ｑｕｏｉ？Ｑｕｏｉ？ 主婦の友社 2021年5月 593.3/ｺ/ｺｽ

今日がちょっと特別な日になるヘアアレンジのルール 渡邊  義明 ナツメ社 2021年5月 595.4/ﾜ

本当においしいヴィーガンお菓子 山口  道子 柴田書店 2021年4月 596.65/ﾔ

機嫌よくいられる台所 家事をラクにするためのマイルール 家の光協会 2021年4月 596.9/ｷ

新  お家ごはんの教科書 ちょっとしたコツで、劇的においしくなる！ 麦ライス ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 596/ﾑ/ｵﾚ

  がんばらなくていい料理テク＆レシピ１００

イラストだけでわかる！接客のきほん 岩倉  正枝 ダイヤモンド社 2021年4月 673.3/ｲ/ｸﾛ

鳥獣戯画 決定版 「絵の原点」にふれる 増記  隆介∥監修 平凡社 2021年5月 721.2/ﾁ

はじめてのルノワール 中川  真貴 求龍堂 2021年4月 723.3/ﾙ

トキワ荘マンガミュージアム 物語のはじまり 平凡社 2021年4月 726.1/ﾄ

好きのパワーは無限大 ハラミちゃん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 762.1/ﾊ

  挫折から学んだ多くのこと、笑顔のヒミツがココにある

スタジオジブリ全作品集 講談社 2021年4月 778.7/ｽ

志村けん論 鈴木  旭 朝日新聞出版 2021年4月 779.9/ｼ

比べて愉しい国語辞書  ながさわ 河出書房新社 2021年4月 813.1/ﾅ

  ディープな読み方 国語辞書ほど面白い遊び道具はない！

ブルーインク・ストーリー 父・安西水丸のこと 安西  カオリ 新潮社 2021年4月 914.6/ｱ

小福ときどき災難 群  ようこ 集英社 2021年4月 914.6/ﾑ

複眼人 呉  明益 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 923.7/ｺﾞ

ミカンの味 チョ  ナムジュ 朝日新聞出版 2021年4月 929.1/ﾁ

烏百花 白百合の章 八咫烏外伝 阿部  智里 文藝春秋 2021年4月 F/ｱべ

小島 小山田  浩子 新潮社 2021年4月 F/ｵﾔ

ブックキーパー  脳男 首藤  瓜於 講談社 2021年4月 F/ｼﾕ
青天を衝け ２ 豊田  美加∥ノベライズ ＮＨＫ出版 2021年4月 F/ﾄﾖ/2

小説８０５０（はちまるごまる） 林  真理子 新潮社 2021年4月 F/ﾊﾔ

白鯨 夢枕  獏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 F/ﾕﾒ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

るろうに剣心  最終章Ｔｈｅ  Ｆｉｎａｌ 田中  創 集英社 2021年4月 SBF/ﾀﾅ

〈児童〉

前島密 郵便で日本の人びとをつなぐ 鈴木  悦子 あかね書房 2021年4月 28/ﾏ

「ハーフ」ってなんだろう？ あなたと考えたいイメージと現実 下地  ローレンス吉孝 平凡社 2021年4月 31/ｼ

おとなを動かす悩み相談クエスト 山崎  聡一郎∥監修 小学館 2021年4月 32/ｵ

  こども六法ＮＥＸＴ

うまれてそだつ わたしたちのＤＮＡといでん ニコラ  デイビス ゴブリン書房 2021年4月 46/ﾃﾞ

ますますざんねんないきもの事典 今泉  忠明∥監修 高橋書店 2021年5月 48/ｻﾞ

社会を変えた５０人の女性アーティストたち レイチェル  イグノトフスキー 創元社 2021年4月 70/ｲ

きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集 きむら  ゆういち 金の星社 2021年4月 75/ｷ

登り続ける、ということ。 山を登る  学校を建てる  災害とたたかう 野口  健 学研プラス 2021年5月 78/ﾉ

あいがあれば名探偵 杉山  亮 偕成社 2021年5月 91/ｽ

ろくぶんの、ナナ 林  けんじろう 岩崎書店 2021年4月 91/ﾊ

迷子の星たちのメリーゴーラウンド 日向  理恵子 小学館 2021年3月 91/ﾋ

神さまの通り道 スサノオさんキレてるんですけど 村上  しいこ 偕成社 2021年5月 91/ﾑ

夜明けをつれてくる犬 吉田  桃子 講談社 2021年4月 91/ﾖ

にげろ！どろねこちゃん おくはら  ゆめ 教育画劇 2021年4月 E/ｵ

ねこすけくんがねているあいだに… さいとう  しのぶ リーブル 2021年4月 E/ｻ

ちゃわんちゃんです。 とよた  かずひこ 童心社 2021年4月 E/ﾄ

クリフォード  ちいさなちいさなあかいいぬ ノーマン  ブリッドウェル あすなろ書房 2021年4月 E/ﾌﾞ

クリフォード  おおきなおおきなあかいいぬ ノーマン  ブリッドウェル あすなろ書房 2021年4月 E/ﾌﾞ

モグラのモーとグーとラーコ みやにし  たつや ポプラ社 2021年5月 E/ﾐ

ふまんばかりのメシュカおばさん アーノルド  ローベル 好学社 2021年4月 E/ﾛ

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


