
　　　　　　　　　　　　　　　　　新着資料リスト

あたらしく購入した本　 （３/３０～ ４/５） 2019年 4月6日作成

◇中央図書館

〈一般〉

僕たちはもう働かなくていい 堀江  貴文  007.1 /ﾎ / 112479688
マンガで学ぶエクセルＶＢＡ・マクロ きたみ  あきこ  007.6 /ｷ / 112479803
「ロンリ」の授業 ＮＨＫ『ロンリのちから』制作班  141 /ｴ / 112479829
ゼロからわかるケルト神話とアーサー王伝説 かみゆ歴史編集部  164.3 /ｶ / 112479381
元号って何だ？ 今日から話せる２４７回の改元舞台裏 藤井  青銅  210 /ﾌ / 112479647
承久の乱 日本史のターニングポイント 本郷  和人  210.4 /ﾎ / 112479704
硫黄島 国策に翻弄された１３０年 石原  俊  213.6 /ｲ / 112479324
ブラタモリ 吉祥寺  田園調布  尾道  倉敷  高知 １７ ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班  291 /ﾌﾞ /17 112389705
ブラタモリ 秩父  長瀞  大宮  室蘭  洞爺湖  宮崎 １８ ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班  291 /ﾌﾞ /18 112389713
ニッポン４７都道府県正直観光案内 宮田  珠己  291 /ﾐ / 112479399
地中海を旅する６２章  歴史と文化の都市探訪 松原  康介  293 /ﾁ / 112479761
問答無用 櫻井  よしこ  304 /ｻ / 112479746
思いつきで世界は進む 「遠い地平、低い視点」で考えた５０のこと 橋本  治  304 /ﾊ / 112479654
ハッキリ言わせていただきます！ 前川  喜平（他）  304 /ﾏ / 112479738
　　黙って見過ごすわけにはいかない日本の問題
インパクトカンパニー 成熟企業を再成長させる、シンプルな処方箋 神田  昌典  336.1 /ｶ / 112478722
徹底解説！消費税軽減税率１５０問１５０答 金井  恵美子  345.7 /ｶ / 112479456
矛盾社会序説 その「自由」が世界を縛る 御田寺  圭  361.3 /ﾐ / 112479753
こどもにスマホをもたせたら デボラ・ハイトナー  375 /ﾊ / 112479886
　　親のためのリアルなデジタル子育てガイド
「誇示」する教科書 歴史と道徳をめぐって 佐藤  広美  375.3 /ｻ / 112479878
宇宙はどこまでわかっているのか 小谷  太郎  440.4 /ｺ / 112479712
ゲノム編集の光と闇 人類の未来に何をもたらすか 青野  由利  467.2 /ｱ / 112479639
胎児のはなし 増﨑  英明（他）  491.35 /ﾏ / 112479340
ギャンブル依存症から抜け出す本 イラスト版 樋口  進  493.74 /ｷﾞ / 112479449
吃音の世界 菊池  良和  496.9 /ｷ / 112478532
たった２週間で内臓脂肪が落ちる高野豆腐ダイエット 土田  隆  498.58 /ﾂ / 112478920
　　肥満治療の名医が考案 糖質量は白米の約１／２０！
ラクに、すっきり、自分らしく ｃｏｙｕｋｉ  590 /ｺ / 112479431
　　大人の小さなひとり暮らし ＭＹ  ＬＩＴＴＬＥ  ＨＯＭＥ
年金だけでも暮らせます 決定版・老後資産の守り方 荻原  博子  591 /ｵ / 112479696
還暦着物日記 群  ようこ  593.8 /ﾑ / 112479811
市販の冷凍野菜超ラクうまレシピ キッチン・ヘルシー  596.3 /ｼ / 112479845
ずるいおやつ ｒｉｙｕｓａ  596.6 /ﾘ / 112479944
　　特別な道具がなくても、家にある材料で、簡単に作れる
史上最強の宅建士テキスト ２０１９年版 家坂  圭一  673.9 /ｼ / 112478896
うかるぞ宅建士  要点整理 ２０１９年版 田中  謙次  673.9 /ﾀ / 112479019
変容するＮＨＫ ﾍﾝﾖｳ ｽﾙ NHK 「忖度」とモラル崩壊の現場 川本  裕司  699.2 /ｶ / 112479852
安野光雅 自分の眼で見て、考える 安野  光雅  726.5 /ｱ / 112479613
読売報道写真集 ２０１９  748 /ﾖ /19 112479936
初心者のためのピアノ・コード講座 〔２０１９〕 自由現代社編集部  763.2 /ｼ / 112479100
ふらりと寄席に行ってみよう 佐藤  友美  779.1 /ｻ / 112479910
しびれる短歌 東  直子  911.1 /ﾋ / 112479670
石牟礼道子  苦海浄土 悲しみのなかの真実 若松  英輔  916 /ｲ / 112479720
スクエア 横浜みなとみらい署暴対係 今野  敏  F /ｺﾝ / 112479787
永田町小町バトル 西條  奈加  F /ｻｲ / 112479779
居た場所 高山  羽根子  F /ﾀｶ / 112479860
富山地方鉄道殺人事件 西村  京太郎  F /ﾆｼ / 112479621
親鸞の言葉 吉本  隆明 B 188 /ｼ / 112479308
あひる 今村  夏子 B F /ｲﾏ / 112478383



〈ＹＡ〉
　

昼休みが終わる前に。 髙橋  恵美 S B F /ﾀｶ / 112478391
つきまとう本 中村  まさみ S F /ﾅｶ / 112479837

〈児童〉
　

きみを変える５０の名言　イチロー、樹木希林ほか 〔１〕 佐久間  博  15 /ｻ / 120479043
きみを変える５０の名言　谷川俊太郎、フジコ・ヘミングほか 〔２〕 佐久間  博  15 /ｻ / 120479068
科学ってなあに？ 身近にあふれる“なぜ？”が“そうか！”に ジェームズ・ドイル  40 /ﾄﾞ / 120479696
岩石・宝石ビジュアル図鑑 理科が楽しくなる大自然のふしぎ 市村  均  45 /ｲ / 120479738
少女は森からやってきた 小手鞠  るい  91 /ｺ / 120478466
ねことじいちゃん 映画版 坪田  文  91 /ﾂ / 120479373
ぼくは本を読んでいる。 ひこ  田中  91 /ﾋ / 120478722
さくらもちのさくらこさん 岡田  よしたか  E /ｵ / 120479837
でこぼこホットケーキ 川副  真佑実  E /ｶ / 120479852
みんなみんなおやすみなさい ベッキー・キャメロン  E /ｷ / 120479019
ぱんつさん たなか  ひかる  E /ﾀ / 120479845

〈ＡV〉
　

重力と呼吸 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ CD 131 /ﾐ / 140115791
ジャズ・レコード１００周年記念コンピレイション 菊地成孔 CD 711 /ｼﾞ / 140115809
　　ジャズマンが選ぶ２５　曲選盤・選曲 菊地成孔
ＧＲＡＭＭＹ  ＮＯＭＩＮＥＥＳ ２０１９ CD 511 /ｸﾞ / 140115783
ボヘミアン・ラプソディ（オリジナル・サウンドトラック） クイーン CD 421 /ｸ / 140115775
ようちえん・ほいくえんで人気の まいにちうたあそび CD 312 /ﾖ / 140115767
紀伊國屋寄席 桂歌丸  名演集 桂  歌丸 CD 321 /ｶ / 140115718

　          　　　  　　　  ＊　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　 （４/６～ ４/１２） 2019年 4月13日作成

◇中央図書館

〈一般〉

はじめてのＥｘｃｅｌ  ２０１９ 村松  茂  007.6 /ﾑ / 112480678
はじめてのＷｏｒｄ  ２０１９ 吉岡  豊  007.6 /ﾖ / 112480660
すべての赤ちゃんに絵本を ブックスタート発案者 ウェンディ・クーリング  019 /ﾌﾞ / 112389846
スポーツするえほん 中川  素子  019.5 /ﾅ / 112480538
どの絵本読んだらいいですか？ 向井  惇子  019.5 /ﾑ / 112480215
　　元「童話屋」読書相談員・向井惇子講演録
行く先はいつも名著が教えてくれる 秋満  吉彦  019.9 /ｱ / 112480363
へんちくりん江戸挿絵本 小林  ふみ子  022.3 /ｺ / 112480157
その情報はどこから？ ネット時代の情報選別力 猪谷  千香  070 /ｲ / 112480116
嫌いになれるまで好きでいたいし、自分のことも好きになりたい ニャン  159.6 /ﾆ / 112480223
ユダヤ人とユダヤ教 市川  裕  199 /ｲ / 112478540
古代史マップ 世界を変えた帝国と文明の興亡  209.3 /ｺ / 112480702
皇位継承事典 神武天皇から昭和天皇まで 吉重  丈夫  288.4 /ﾖ / 112480603
常宿にしたい温泉宿 ２０１９年版  291 /ｼﾞ /19 112480728
るるぶ  こどもとあそぼ！中国四国 〔２０１９〕  291.7 /ﾙ /19 112480710
アイスランド 地球の歩き方Ｐｌａｔ １１ 第２版  293.8 /ﾁ / 112480504
ドイツ人はなぜ、年２９０万円でも生活が「豊か」なのか 熊谷  徹  302.3 /ｸ / 112480132
歪む社会 歴史修正主義の台頭と虚妄の愛国に抗う 安田  浩一  316 /ﾔ / 112480298
上手なセルフコントロールでパワハラ防止 安藤  俊介  318.3 /ｱ / 112480579
　　自治体職員のためのアンガーマネジメント活用法
まやかしの非核化と日本の安全保障 金正恩とトランプの攻防 斎藤  直樹  319.8 /ｻ / 112480280
起業と経営の基本知識がわかる本 弁護士による実践書  第２版 東京弁護士会親和全期会  335 /ﾄ / 112480520
〈イラスト＆図解〉社会人１年目の仕事とマナーの教科書 古谷  治子  336.4 /ﾌ / 112480629
〈入門〉仮想通貨のしくみ 見る・読む・深く・わかる 頼藤  太希  338 /ﾖ / 112480256
家族という呪い 加害者と暮らし続けるということ 阿部  恭子  368.6 /ｱ / 112480124
小中高・不登校生の居場所探し  376.8 /ｼ /19 112480686
　　全国フリースクールガイド ２０１９～２０２０年版
社をもたない神々 神崎  宣武  387 /ｶ / 112478755
横田空域 日米合同委員会でつくられた空の壁 吉田  敏浩  395.3 /ﾖ / 112480140
ベンゼン環の化学 身近な化学からノーベル賞まで 齋藤  勝裕  438 /ｻ / 112480264
進化論はいかに進化したか 更科  功  467.5 /ｻ / 112480207
社交不安障害 理解と改善のためのプログラム 岡田  尊司  493.74 /ｵ / 112480108
人生１００年時代を元気に楽しむための還暦筋トレ 坂詰  真二  498.3 /ｻ / 112480611
　　１日３分で健康寿命が伸びる！ １日３分！中高年からの超簡単筋トレ！

疲労回復ストレッチ お疲れリセットその日のうちに 小林  邦之  498.3 /ﾋ / 112480553
　　つらーいこり、疲れ、ダルさに
アンドロイド基本原則 誰が漱石を甦らせる権利をもつのか？ 漱石アンドロイド共同研究プロジェクト  548.3 /ｱ / 112480306
小鍋でいろいろアヒージョ ｈｏｔ  ＆  ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ！ 田村  つぼみ  596 /ﾀ / 112478607
朝１０分！中高生のラクチン弁当３２０ 食のスタジオ  596.4 /ｱ / 112479175
　　作りおきしても朝作ってもＯＫのかんたんレシピ
有機農業をはじめよう！ 研修から営農開始まで 涌井  義郎（他）  615.7 /ﾕ / 112480595
家庭菜園でできる自然農法 無農薬、無除草、不耕起で野菜作り  626.9 /ｶ / 112480694
多肉植物 かわいいアレンジと元気に育てるノウハウ  627.7 /ﾀ / 112480561
テレビが映し出した平成という時代 川本  裕司  699.6 /ｶ / 112499454
おかあさんの扉 ８ 伊藤  理佐  726 /ｲ /8 112480587
立ち猫 まるで人間！？ユニークな立ち姿から目が離せない！ 山本  正義  748 /ﾔ / 112480637
一発屋芸人の不本意な日常 山田ルイ５３世  779.1 /ﾔ / 112480231
三浦雄一郎 挑戦は人間だけに許されたもの 三浦  雄一郎（他）  784.3 /ﾐ / 112480165
おひとりサマンサ ふわーっと楽しく生きてます トコ  914.6 /ﾄ / 112480652
自然を生きる、自分を生きる 柳生  博（他）  914.6 /ﾔ / 112480272
オーディションから逃げられない 桂  望実  F /ｶﾂ / 112480371
人工知能 幸田  真音  F /ｺｳ / 112480314
みかんとひよどり 近藤  史恵  F /ｺﾝ / 112479795
ホーンテッド・キャンパス 水無月のひとしずく 〔１２〕 櫛木  理宇 B F /ｸｼ /12 112479951



ホーンテッド・キャンパス 墓守は笑わない 〔１３〕 櫛木  理宇 B F /ｸｼ /13 112479969
ホーンテッド・キャンパス 夏と花火と百物語 〔１４〕 櫛木  理宇 B F /ｸｼ /14 112479977
割れた誇り ラストライン ２ 堂場  瞬一 B F /ﾄﾞｳ /2 112480009
久坂玄瑞 志気凡ならず、何卒大成致せかし 一坂  太郎 Y 289 /ｸ / 112480199

〈ＹＡ〉
　

お出かけは〈１３日の金曜日〉 赤川  次郎 S F /ｱｶ / 112480389
混物語 西尾  維新 S F /ﾆｼ / 112480173

〈児童〉
　

実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ３０ 洪  鐘賢  40 /ｼﾞ /30 120480439
ボク、もぐらんぴあ 応援団長はさかなクン！ 朝日小学生新聞  48 /ｱ / 120480447
　　東日本大震災で全壊した水族館の物語
うまれたよ！タコ 櫻井  季己  48 /ｻ / 120479704
うまれたよ！イカ 櫻井  季己  48 /ｻ / 120479720
スズメのくらし 平野  伸明  48 /ﾋ / 120480512
電気・ガスはどこから来るのか？ エネルギー供給のしくみをさぐろう 江田  健二  54 /ﾃﾞ / 120480660
夕焼け色のわすれもの たかの  けんいち  91 /ﾀ / 120372610
こわ～い！？わる～い！？おばけ虫 むらい　かよ  91 /ﾑ / 120480413
どんぶりん 新井  洋行  E /ｱ / 120480835
ゆげゆげ～ さいとう  しのぶ  E /ｻ / 120480876
ももたろう 西村  敏雄  E /ﾆ / 120480843
キュリオシティ ぼくは、火星にいる マーカス・モートン  E /ﾓ / 120480454

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



あたらしく購入した本　 （４/１３～ ４/１９） 2019年 4月20日作成

◇中央図書館

〈一般〉

プログラミング教育はいらない 岡嶋  裕史 007.6オ 112480850
本をつくる 鳥海  修　他 022ホ 112481338
マイ遺品セレクション みうら  じゅん 049ミ 112481015
会社に使われる人  会社を使う人 楠木  新 159.4ク 112480918
長生きにこだわらない 最後の日まで幸福に生きたいあなたへ 矢作  直樹 159.7ヤ 112480967
イスラムが効く！ 内藤  正典・中田  考 167ナ 112481221

世界史年表・地図　第２５版 亀井  高孝∥編 203.2セ 112481395
シベリア抑留者への鎮魂歌（レクイエム） 富田  武 210.7ト 112481197
日本史年表・地図　第２５版 児玉  幸多∥編 210ニ 112481387
「抗日」中国の起源 五四運動と日本 武藤  秀太郎 222ム 112481080
ラストエンペラーの私生活 加藤  康男 289.2フ 112480884
極夜行前 角幡　唯介 297.8カ 112481163
これ１冊でＯＫ！社会人のための基本のビジネスマナー 浅井  真紀子∥監修 336.4コ 112481353
〈イラスト＆図解〉コミュニケーション大百科 戸田  久実 361.4ト 112481262
つかず離れずいい関係 人との「ほどよい距離」がわかる本 和田  秀樹 361.4ワ 112480975
負動産時代 マイナス価格となる家と土地 朝日新聞取材班∥著 365.3フ 112480942
どうする？働き方改革法 労働時間・休日管理＆同一労働同一賃金 水町  勇一郎　他 366.1ド 112481361
家賃滞納という貧困 太田垣  章子 368.2オ 112480900
いじめ  困った時の指導法４０ ＷＨＹとＨＯＷでよくわかる！ 千葉  孝司 371.4チ 112481296
点訳のてびき　第４版 国視覚障害者情報提供施設協会∥編　 378.1テ 112481437
初めての点訳　第３版 全国視覚障害者情報提供施設協会　 378.1ハ 112481429
その子、発達障害ではありません　ＩＮ－Ｃｈｉｌｄの奇跡 韓  昌完 378ハ 112481270
ハーバード・ジュリアードを首席卒業した私の「超・独学術」 廣津留  すみれ 379.7ヒ 112481114
見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド 梶ケ谷  博∥編著 488.2ミ 112481312
最先端治療  胆道がん・膵臓がん 国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科　他　 493.47サ 112481403
自閉症という知性 池上　英子 493.76イ 112480892
専門医が教える世界一わかりやすい下肢静脈瘤の治療と予防 齋藤  陽 494.28サ 112481304
塩分早わかり　いつも食べる量の塩分がひと目でわかる 牧野  直子∥監修 498.55エ 112481379
日産ｖｓ．ゴーン　支配と暗闘の２０年 井上　久男 537イ 112480876
魚缶、水煮缶で早ウマ！つまみ 今夜もシアワセ！ らくうま♪キッチン 596サ 112481023
トコトンやさしい養殖の本 近畿大学水産研究所∥編 666ト 112481346
マンガ営業力１００本ノック 北澤  孝太郎 673.3キ 112481247
読んで覚える楽譜のカラクリ 田熊  健 761.2ヨ 112481320
樹木希林１２０の遺言 樹木  希林 778.2キ 112481171

平成最後のアニメ論 教養としての１０年代アニメ 町口  哲生 778.7マ 112480991
志ん生が語るクオリティの高い貧乏のススメ 美濃部  由紀子 779.1コ 112480868
高校サッカー１００年 全国高等学校体育連盟サッカー専門部∥編　 783.4コ 112481411
文徹底解読ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞スピーチ 畠山  雄二 837.5ハ 112481288
次の人、どうぞ！ 酒井  順子 914.6サ 112480983
天皇即位　超古代史　「古史古伝」で読み解く王権論 原田　実 Ｂ210ハ 112480033
居酒屋お夏 ９ 岡本  さとる BFオカ 112480744
死香探偵 連なる死たちは狂おしく香る 喜多  喜久 BFキタ 112480801
青が破れる 町屋  良平 ＢＦマチ 112479985
歪み真珠 山尾  悠子 ＢＦヤマ 112480736
箱の中の天皇 赤坂　真理 Ｆアカ 112481189
麦本三歩の好きなもの 住野  よる Ｆスミ 112481213
傑作はまだ 瀬尾  まいこ Ｆセオ 112481155
かわたれどき（まんまこと　７） 畠中  恵 Ｆハタ 112480330
闇夜の底で踊れ 増島  拓哉 Ｆマス 112481106
寺内正毅と近代陸軍 堀  雅昭 Ｙ289テ 112481031

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉
　

この冬、いなくなる君へ いぬじゅん ＳＦイヌ 112480041
青い僕らは奇跡を抱きしめる 木戸  ここな ＳＦキド 112478367

〈児童〉
　

世界一おもしろいくらべっこ大図鑑 クライヴ  ギフォード 03キ 120481247
「できごと」と「くらし」から知る戦争の４６か月 大石  学∥監修 21デ 120481254
非暴力の人物伝４ キング牧師／ネルソン・マンデラ 濱野  京子・たから  しげる 28ヒ4 120481114
クイズでわかる！学校の生活①１日のきまり 広中  忠昭∥監修 37ク1 120481346
クイズでわかる！学校の生活②１年のきまり 広中  忠昭∥監修 37ク2 120481353
クイズでわかる！学校の生活③やくだちワザずかん 広中  忠昭∥監修 37ク3 120481361
幕！世界あたりまえ会議 私の「ふつう」は、誰かの「ありえない」 斗鬼  正一 38ト 120480355
青春ハンドメイド あこがれスクールライフ １ 59セ1 120481262
青春ハンドメイド あこがれスクールライフ ２ 59セ2 120481270
青春ハンドメイド あこがれスクールライフ ３ 59セ3 120481288
妖怪一家のウェディング大作戦 富安  陽子 91ト 120481155
いつか、太陽の船 村中  李衣 91ム 120372883
おむすびころりん さいとう  しのぶ Ｅサ 120481452

〈ＡV〉
　

Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ！！ ＷＡＮＩＭＡ ＣＤ131ワ 140116070

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



あたらしく購入した本　 （４/２０～ ４/２６） 2019年 4月27日作成

◇中央図書館

〈一般〉

遅読術 情報化時代に抗え！ 適菜  収 019テ 112481460

くわしすぎる教育勅語 高橋  陽一 155タ 112481510

笑顔と思いやりで幸せになる 坂東  眞理子 159.6バ 112481577

限界都市 あなたの街が蝕まれる 日本経済新聞社∥編 318.7ゲ 112481478

司法書士ゼロから５ケ月合格法　第３版 松本  雅典 327.1マ 112481700

経済の流行語・論点でたどる平成史 浜野  崇好 332.1ハ 112481635

儲かる中小企業 人手不足に負けない１１１のポイント 中小企業庁 335.3チ 112481551

マインドフルネス ハーバード  ビジネス  レビュー編集部∥編 336.4マ 112481007

早わかり平成３１年度税制改正のすべてＱ＆Ａ 鹿志村  裕　他 345.1ハ 112481718

「働き方改革関連法」早わかり 知らないでは済まされない！ 布施  直春 366.1フ 112481486

ミネルヴァ社会福祉六法 ２０１９ ミネルヴァ書房編集部∥編 369.1ミ19 112481585

福島のお母さん、いま、希望は見えますか？ 棚澤  明子 369.3タ 112481601

スクール・セクシュアル・ハラスメント　学校の中の性暴力 内海﨑  貴子　他 374.3ス 112481569

就活テクニック大全　最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める 坂本  直文 377.9サ 112481668

コウケンテツのだけ弁 コウ  ケンテツ 596.4ｺ/ﾐﾄﾞ 112481734

おからレシピ おいしく食べてやせる＆代謝アップ 石澤  清美 596ｲ/ｵﾚ 112481684

何も作りたくない日はご飯と汁だけあればいい ワタナベ  マキ 596ﾜ/ｵﾚ 112481759

地域金融復権のカギ「地方創生ファンド」 松本  直人 601.1マ 112481536

藤田智の新・野菜づくり大全 ＮＨＫ出版∥編 626.9フ 112481767

ヴィオラ母さん ヤマザキ  マリ 726.1ヤ 112481627

何があっても前を向いて ターシャのシンプルメッセージ ターシャ  テューダー 726.6テ 112481742

ウルトラマラソン必勝バイブル 砂田  貴裕∥監修 782.3ウ 112481726

和の香りを楽しむ「お香」入門 山田松香木店∥監修 792ワ 112481692

１話１分の脳トレ齋藤孝の音読ｄｅ名著 齋藤  孝 809.4サ 112481676

ゆるく考える 東  浩紀 914.6ア 112481528

パパとセイラの１７７日間 まはら  三桃 BFマハ 112481445

発現 阿部  智里 Ｆアベ 112480181

夢も見ずに眠った。 絲山  秋子 Fイト 112481593

魔眼の匣の殺人 今村  昌弘 Fイマ 112481098

まよなかの青空 谷  瑞恵 Fタニ 112480348

陰陽師 女蛇ノ巻 夢枕  獏 Ｆユメ 112481544

近代における社会福祉の展開 山口県での実践の地域性 杉山  博昭 Y369ス 112499686

〈ティーンズ〉
　

ベイビーレボリューション 浅井  健一 S726ナ 112481775

５分後にキモチがあふれる恋 恋する実行委員会∥編 SFゴフ 112479480

５分後に立場逆転の恋 恋する実行委員会∥編 SFゴフ 112479498

つくられた心 佐藤  まどか SFサト 112481049

七姫物語　東和国秘抄～四季姫語り、言紡ぎの空～ 高野  和 ＳＦタカ 112479506

●新着資料リスト●



〈児童〉
　

朝日ジュニア学習年鑑 ２０１９ 05ア19 120481882

日本史探偵コナン外伝（アナザー）　刀剣編　鋼の決闘状 青山  剛昌∥原作 21ア 120481759

日本史探偵コナン外伝（アナザー）　忍者編　影と光の手裏剣 青山  剛昌∥原作 21ア 120481742

調べる学習子ども年鑑 ２０１９ 朝日小学生新聞∥監修 30シ19 120481890

ニュース年鑑 ２０１９ 池上  彰∥監修 30ニ19 120481809

日本のすがた 日本をもっと知るための社会科資料集 ２０１９ 矢野恒太記念会∥編 35ニ19 120481783

月のみちかけ 月のかたちが変わるしくみがわかる 藤井  旭∥監修 ４４フ 120481957

こうぼ 菌の絵本 浜本  牧子∥監修 46キ 120481825

寄生虫のサバイバル 生き残り作戦 １ ゴムドリｃｏ． 49ゴ1 120481791

寄生虫のサバイバル 生き残り作戦 ２ ゴムドリｃｏ． 49ゴ2 120481171

よくわかるユニバーサルデザイン 考え方から社会への広がりまで 柏原  士郎∥監修 50ヨ 120481916

道路はどのようにつくるのか？ 計画・工事から改良・補修まで 窪田  陽一∥監修 51ド 120481924

スポーツ年鑑 ２０１９ 78ス19 120481817

参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー 山岸  朋央 78ヤ3 120481908

　パラリンピック選手を応援しよう ３

ルルとララのおまじないクッキー あんびる  やすこ 91ア 120481767

ちびしろくまのねがいごと どうぶつのかぞくホッキョクグマ 小林  深雪 91コ 120481734

悪ガキ７　よろずお悩み解決します 宗田  理 91ソ7 120481858

胸キュンスカッと　ノベライズ　４　～泣きたいくらい君が好き～ 百瀬  しのぶ 91モ 120481684

たのしいまきばのイースター ロイス  レンスキー 93レ 120481726

雪の女王（１００年後も読まれる名作１３） アンデルセン 94ア 120481866

パンダかぞえたいそう いりやま  さとし Eイ 120482005

チコちゃんに叱られる　なぜ、ひととわかれるときにてをふるの？ 海老  克哉 Eオ 120482013

おんぶおんぶのももんちゃん とよた  かずひこ Eト 120481973

そらまめくんとおまめのなかま なかや  みわ Eナ 120481965

鉄道博物館〈さいたま市〉 濱  美由紀 Ｅハ 120481940

なんでもおんなじ？ ふたりはともだち コリンヌ  アヴェリス Eバ 120482021

サンドイッチぎゅーっ ひがし  ちから Eヒ 120481999

とびきりおかしなマラソンレース　１９０４年セントルイスオリンピック メーガン  マッカーシー Eマ 120481833

のりたいな みやまつ  ともみ Eミ 120481981

〈ＡV〉
　

海のＯｈ，Ｙｅａｈ！！ サザンオールスターズ CD131サ 140116120
ぐるりまるごと一年間  ～きせつと行事のうた～ CD312グ 140116088
未来のミライ ＤＶアニ/ミラ 140116096
ｗｏｎｄｅｒ  君は太陽 ＤＶヨウ/ワン 140116104

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



あたらしく購入した本　 （４/２７～ ５/１０） 2019年 5月11日作成

◇中央図書館

〈一般〉

わかりやすさの罠　池上流「知る力」の鍛え方 池上  彰 002.7イ 112481817

トコトンやさしいＶＲの本 廣瀬  通孝∥監修 007.1ト 112482104

サンデル教授、中国哲学に出会う マイケル  サンデル∥編 122サ 112482443

運を引き寄せるわかりやすい家相と間取り 松本  象湧∥編 148.5ウ 112482526

選ばれる女におなりなさい デヴィ夫人の婚活論 ラトナ  サリ  デヴィ  スカルノ 159.6ス 112482351

人生は攻略できる 橘  玲 159.7タ 112482286

鳥居大図鑑 藤本  頼生 175.5ト 112482542

楽市楽座はあったのか 長澤  伸樹 210.4ナ 112482054

知ってるのに思い出せない平成まとめクイズ ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ∥編 210.7シ 112481965

信長になれなかった男たち 戦国武将外伝 安部  龍太郎 281ア 112482203

るるぶせとうち 島旅  しまなみ海道 291.7ﾙ19 112482617

まるわかり！キャッシュレス決済 日本経済新聞出版社∥編 338マ 112482641

話を聞きたがらない夫  悩みを聞いてほしい妻 岡田  尊司∥監修 367.3ハ 112481825

こうしたらうまくいった！認知症の人のためのレク＆ケア 369.2コ 112482658

後悔しない介護サービスの選び方〈１０のポイント〉 田中  元 369.2タ 112481866

通信制高校があるじゃん！ ２０１９～２０２０年版 376.8ツ19 112482112

喪主ハンドブック ９０分でわかる！ 柴田  典子∥監修 385.6モ 112481940

こころの治療薬ハンドブック 第１２版 493.72コ 112481932

認知症もっと知りたいこと９９ 阿部  和穂 493.75ア 112482450

吃音 伝えられないもどかしさ 近藤  雄生 496.9コ 112482070

歯周病は１日で治せる！ 清水  智幸 497.26シ 112481882

最新薬局業界の動向とカラクリがよ～くわかる本　第２版 藤田  道男 499.09フ 112482096

つくりおき幼児食 まとめて作ってすぐラクごはん♪ １歳半～５歳 新谷  友里江 599.3ニ 112482120

又吉直樹のヘウレーカ！ 何気なく感じるフシギを解き明かす 「又吉直樹のヘウレーカ！」番組制作班∥著 699.6マ 112481874

藤田嗣治 腕一本で世界に挑む 佐藤  幸宏∥監修 723.1フ 112482666

モネ作品集 安井  裕雄 723.3モ 112482633

川端康成と書　文人たちの墨跡 水原  園博 728.8カ 112482591

オーレリアンの庭　生きものと暮らす里山のアトリエから 今森  光彦 748イ 112482625

テューバ 次田  心平 763.6ツ 112482492

ホルン 福川  伸陽 763.6フ 112482518

ファゴット 福士  マリ子 763.7フ 112482500

いつも心に樹木希林　ひとりの役者の咲きざま、死にざま 778.2キ 112482609

大学駅伝よもやま話 出口  庸介 782.3デ 112482013

ヤバいほど日本語知らないんだけど 前田  安正 814マ 112482369

笠女郎（かさのいらつめ） すべて家持ひとりにあてた恋の歌 ０６２ 遠藤  宏 911.1カ 112481890

森鷗外 短歌という詩型に生涯愛情を持ち続けた文豪 今野  寿美 911.1モ 112481908

なにものにもこだわらない 森  博嗣 914.6モ 112481858

クイーン詩集　完全版 山本  安見∥訳 931.7ク 112482534

探偵は女手ひとつ　シングルマザー探偵の事件日誌 深町  秋生 BFフカ 112500343

居酒屋ぼったくり １１ 秋川  滝美 Ｆアキ 112482229

死にがいを求めて生きているの 朝井  リョウ Ｆアサ 112482435

不死鳥少年 アンディ・タケシの東京大空襲 石田  衣良 Ｆイシ 112481973

カゲロボ 木皿  泉 Fキサ 112481205

中野のお父さんは謎を解くか 北村  薫 Ｆキタ 112482047

怪物の木こり 倉井  眉介 Fクラ 112500301

救いの森 小林  由香 Fコバ 112481650

機捜２３５ 今野  敏 Ｆコン 112482401

狂歌 佐伯  琴子 Fサエ 112480322

森瑤子の帽子 島﨑  今日子 Ｆシマ 112482385

泣くな研修医 中山  祐次郎 Ｆナカ 112482260

イシイカナコが笑うなら 額賀  澪 Fヌカ 112481619

まつらひ 村山  由佳 Fムラ 112480355

ノースライト 横山  秀夫 Ｆヨコ 112482427

　精神科医が教えるコミュニケーションのコツ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉
　

長浜高校水族館部！ 令丈  ヒロ子 ＳＦレイ 112482294

〈児童〉
　

オリンピックを呼んだ男　田畑政治 近藤  隆夫 28タ 120482054

日本地理データ年鑑 ２０１９ 松田  博康∥監修 29ニ19 120482146

池上彰と考える「民主主義」２　民主主義の国、そうでない国 池上  彰∥監修 31イ2 120482153

池上彰と考える「民主主義」３　日本の民主主義はどうなのか？ 池上  彰∥監修 31イ3 120482161

なぜか生きのこったへんな動物　おもしろ動物世界地図 今泉  忠明 48イ 120482047

宇宙の旅 しみず  としふみ 79シ 120372982

天使のにもつ いとう  みく 91イ 120481718

おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ 緒川  さよ 91オ 120481874

ちゃめひめさまとおしろのおばけ たかどの  ほうこ 91タ 120481775

都会（まち）のトム＆ソーヤ １６ はやみね　かおる 91ハ16 120481122

ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー  ノリス 93ノ 120481700

ちゃのまのおざぶとん かねこ  まき Ｅカ 120482237

ポリぶくろ、１まい、すてた エリザベス  ズーノン Ｅズ 120482195

どこどこ  こけし 花山  かずみ Ｅハ 120482203

まる 松田  奈那子 Ｅマ 120482252

三ねんねたろう 山田  みちしろ Ｅヤ 120482211

みんなとちがうきみだけど ラファエル  ロペス Ｅロ 120482187

〈ＡV〉
　

最新版  ＮＨＫ大河ドラマ  テーマ音楽全集  １９６３－２０１７ CD421サ 140115494
ナイトフォール ＮＩＧＨＴＦＡＬＬ アリス＝紗良・オット CD813オ 140116112
あの日の写真館  山口 DV384ア 140116138
おしん  完全版 第１巻 DVホウ/オシ1 140116146
おしん  完全版 第２巻 DVホウ/オシ2 140116153

〈高千帆分館〉
　

それがあったか！故事成語 三田村  信行 81ミ 320142011

それも知りたい！慣用句 吉橋  通夫 81ヨ 320142029

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



あたらしく購入した本　 （５/１１～ ５/１７） 2019年 5月18日作成

◇中央図書館

〈一般〉

超ＡＩ入門　ディープラーニングはどこまで進化するのか 松尾  豊∥編著 007.1チ 112482955

１分間論語 齋藤  孝∥監修 123.8コ 112482914

自己肯定感の教科書 何があっても「大丈夫。」と思えるようになる 中島  輝 146.8ナ 112483193

私は私のままで生きることにした キム  スヒョン 159キ 112484035

しいたけ．の部屋 ドアの外から幸せな予感を呼び込もう しいたけ． 159シ 112483607

きっと明日はいい日になる 田口  久人 159タ 112483268

流れがわかる！年表でおさらい日本史 田崎  俊明 210.1タ 112483839

象徴でなかった天皇　明治史にみる統治と戦争の原理 岩井  忠熊 210.6イ 112483771

日本近代史のウラ側 知れば知るほどおもしろい！ 三戸  雅彦 210.6ミ 112483169

後藤武士のすごい平成史 後藤  武士 210.7コ 112482971

街場の平成論 内田  樹∥編 210.7マ 112483722

伝える人、永六輔 『大往生』の日々 井上  一夫 289.1エ 112482344

僕は庭師になった 村雨  辰剛 289.1ム 112483250

とっても新しい糸島案内 ２０１９－２０２０ 291.9ト19 112484282
『アメリカ女子・日本女子』のリアル アメリカ現地校に通う女子高生の生態図鑑！ みゃびー 361ミ 112483276

過労死 その仕事、命より大切ですか 牧内  昇平 366.9マ 112483714

強制不妊 旧優生保護法を問う 毎日新聞取材班∥著 369.2キ 112483425

３．１１を心に刻んで 岩波書店編集部∥編 369.3サ 112483904

福島「復興」に奪われる村　フォト・ルポルタージュ 豊田  直巳 369.3ト 112483896

沖縄人として日本人を生きる 基地引き取りで暴力を断つ 金城  馨 395キ 112482484

素数物語 アイディアの饗宴 中村  滋 412ナ 112483789

呪われ女子に、なっていませんか？ 本当は恐ろしい子宮系スピリチュアル 山田  ノジル 495ヤ 112483185

カレーの匂いがわからなくなったら読む本 朝晩３０秒の嗅覚トレーニング 三輪  高喜∥監修 496.7カ 112482088

男のきもの入門 決定版 593.8オ 112484191

おとなの１００円丼　毎日を幸せにするガッツリレシピ ｔｏｓｈｉｙａ∥原案、篠田  真帆∥監修 596.3ト/ｵﾚ 112484175
これでいいんだ！自炊ごはん ワザなしでもいきなり作れるラクうまごはん１３１品 市瀬  悦子 596イ/オレ 112484225

箸休め 真藤  舞衣子 596シ/オレ 112484043

ＳＤＧｓとまちづくり　持続可能な地域と学びづくり 田中  治彦∥編著 601.1エ 112482567

ハーブ  楽しみ方のポイント６６ 窪田  利恵子 617.6ク 112484126

苔テラリウムのある生活 大島  恵 627.9オ 112483920

はじめての苔テラリウム 園田  純寛 627.9ソ 112484258

バズにゃん ＳＮＳでみんなを笑顔にした猫６９匹の秘密がギュッ！ ねこナビ 645.7ネ 112484076

知識ゼロからの近代絵画入門 山田  五郎 723ヤ 112482583

全国作家記念館ガイド 作家記念館研究会∥編 910.6ゼ 112482468

生き抜くための俳句塾 北大路  翼 911.1キ/チャ 112481916

もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた 角田  光代　他 914.6モ 112482328

絶版殺人事件 ピエール  ヴェリー 953.7ベ 112481833

浮世の画家 カズオ  イシグロ B933イ 112482674

詭計の理（きけいのことわり） 町奉行内与力奮闘記 ８ 上田  秀人 ＢＦウエ8 112482187

孤道 完結編 内田 康夫∥原案、和久井  清水∥著 ＢＦウチ 112482740

開高健短篇選 開高  健∥著、大岡  玲∥編 ＢＦカイ 112482161

こうして誰もいなくなった 有栖川  有栖 Ｆアリ 112482310

キリングクラブ 石川  智健 Ｆイシ 112483045

ふたたび蝉の声 内村  光良 Fウチ 112482005

とめどなく囁く 桐野  夏生 Ｆキリ 112483292

ほとほと 歳時記ものがたり 髙樹  のぶ子 Fタカ 112481999

レフトハンド・ブラザーフッド 知念  実希人 Ｆチネ 112482062

音魂よ、舞い上がれ！（おとよ、まいあがれ） 橋口  武史 Fハシ1 112482237

飛族（ひぞく） 村田  喜代子 Ｆムラ 112483730

夜の塩 山口  恵以子 Fヤマ 112482393

　スピリチュアルなストーリーで読む古事記神話 

　　①天宇受売ノ命の岩戸開きフェス編

●新着資料リスト●



〈児童〉
　

養老孟司特別授業　坊っちゃん 養老  孟司 15ヨ 120482625

ルイ・ブライユ 「点字」を発明した盲目の少年 岡田  好惠 28ブ 120482427

家をせおって歩く 村上  慧 70ム 120482229

マンガ家・イラストレーターになるには？ 濱元  隆輔∥監修 72マ/ｼｮｸ 120482104

５・６・７さいのおりがみであそぼ 新宮  文明 75シ 120482658

３・４・５さいのおりがみであそぼ 新宮  文明 75シ 120482641

クララ・シューマン 世界初の女性プロ・ピアニスト ささき  あり 76シ 120482484

かくされた意味に気がつけるか？　３分間ミステリー 黒  史郎 91ク 120482336

暗闇の妖怪デザイナー 斉藤  洋 91サ 120482419

みんなのおばけずかん みはりんぼう 斉藤  洋 91サ/ｺﾜｲ 120482468

ぼくらの宝探し 宗田  理 91ソ 120482310

ガリバーの大ぼうけん Ｊ．スウィフト 93ス 120482526

マザーグースのうた 蜂飼  耳 93ハ 120482443
フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう こわいものにであったらのまき いとう  ひろし Eイ 120482245

ビーバのそらのたび せかいをぐるっといえめぐり マグナス  ウェイトマン Eウ 120482179

おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田  よしたか Eオ 120482930

いき 中川ひろたかのせいかつかがく絵本 北村  裕花 Eキ 120482971

はるちゃんがきたよ さいとう  しのぶ Eサ 120482807

へいわとせんそう Ｎｏｒｉｔａｋｅ Eノ 120482757

おいせまいりわんころう 長谷川  義史 Eハ 120482914

ぺったんこぷっくらこ 矢野  アケミ Eヤ 120482674

かずのえほん よねづ  ゆうすけ Eヨ 120482732

　

〈高千帆分館〉
　

山崎元の“やってはいけない”資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない！ 山崎  元∥監修 338.1ヤ 310164355

　　ＮＧワードでダメ商品がまるわかり！

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



あたらしく購入した本　 （５/１８～ ５/２４） 2019年 5月25日作成

◇中央図書館

〈一般〉

弁護士ＹｏｕＴｕｂｅｒクボタに聞く「これって犯罪ですか？」 久保田  康介 007.3ク 112483342

パクリの技法 藤本  貴之 021.2フ 112483623

伊勢神宮と斎宮 西宮  秀紀 175.8ニ 112482922

それでいい！今どきの仏事１０８問答 松島  龍戒 186マ 112483284

平成から大化まで全元号解説 河野  浩一 210カ 112483748

元号と日本人 元号の付いた事件・出来事でたどる日本の歴史 宮瀧  交二∥監修 210ゲ 112483524

日本で生まれた中国国歌 「義勇軍行進曲」の時代 久保  亨 222ク 112481957

平成の天皇皇后両陛下 ３０年のあゆみ 288.4テ 112484290

平成の終焉 退位と天皇・皇后 原  武史 288.4ハ 112482898

地球の歩き方　スイス　２０１９～２０２０年版 地球の歩き方編集室∥編 293ス 112483813

地球の歩き方　ハワイ オアフ島＆ホノルル　２０１９～２０２０年版 地球の歩き方編集室∥編 297ハ 112483805

１分間資本論 齋藤  孝∥監修 331.6マ 112483078

世界の統計 ２０１９ 総務省統計局∥編 350.9ｾ19 112484548

日本の統計 ２０１９ 総務省統計局∥編 351ニ19 112483847

化学のしごと図鑑 きみの未来をさがしてみよう 366.2カ 112484241

超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる 菅野  久美子 367.7カ 112483532

発達障害のある女の子・女性の支援 川上  ちひろ∥編 369.2ハ 112483912

　　「自分らしく生きる」ための「からだ・こころ・関係性」のサポート

学校ハラスメント 暴力・セクハラ・部活動－なぜ教育は「行き過ぎる」か 内田  良 370.4ウ 112482856

掃除で心は磨けるのか いま、学校で起きている奇妙なこと 杉原  里美 372.1ス 112483755

手で見るいのち ある不思議な授業の力 柳楽  未来 378.1ナ 112483441

知っていることの９割はもう古い！理系の新常識 現代教育調査班∥編 404シ 112482864

ビッグ・クエスチョン 〈人類の難問〉に答えよう スティーヴン  ホーキング∥著 404ホ 112483086

ヒトはなぜ、ゴキブリを嫌うのか？ 脳化社会の生き方 養老  孟司 491.37ヨ 112482880

サイコパスのすすめ 人と社会を操作する闇の技術 Ｐ  Ｔ  エリオット 493.76エ 112483409

「おっぱいが痛い」ときに読む本 志賀  千鶴子 495.46シ 112483417

最新医療事務のすべてがわかる本 〔２０１９〕 青地  記代子∥監修 498.16ｻ19 112484068

新型タバコの本当のリスク アイコス、グロー、プルーム・テックの科学 田淵  貴大 498.32タ 112482989

ゆるすいみん。 寝ればゆるせる おのころ  心平 498.36オ 112483664

背中握手で、ねこ背が治る！ 篠丸  達也 498.3シ 112483870

私は虐待していない 検証揺さぶられっ子症候群 柳原  三佳 498.9ヤ 112483797

マンガでわかる薬薬連携 地域連携を活性化する仕組み 石松  宏章 499.09イ 112483375

健康寿命を延ばすための薬食術  池上  文雄 499.87イ 112483177

大きな字でわかりやすいＬＩＮＥ入門 岩間  麻帆 547.4イ 112484266

体にいい！三ツ星みそ汁 レタスクラブ編集部∥編 596.2カ 112483953

いろはにちへど おかわり ナナイロペリカン 599ナ 112484597

銭湯図解 塩谷  歩波 673.9エ 112484019

りえさん手帖 ホントにやせた編 西原  理恵子 726サ 112483961

ルーフトップ・コンサートのビートルズ 世界を驚かせた屋上ライブの全貌 トニー  バレル 767.8ビ 112482476

「令和」の心がわかる万葉集のことば 上野  誠 911.1ウ 112484712

瀬音（せおと） 皇后陛下御歌集 上皇后陛下 911.1コ 112484399

おやつが好き 坂木  司 914.6サ 112483649

マリコを止めるな！ 林  真理子 914.6ハ 112484423

終焉の日 ビクトル  デル  アルボル B936ア 112482781

ホーンテッド・キャンパス（１５） 秋の猫は緋の色 櫛木  理宇 BFクシ15 112482708

囲米の罠　（おれは一万石　８） 千野  隆司 BFチノ 112500442

早朝始発の殺風景 青崎  有吾 Fアオ 112483581

ハムレット殺人事件 芦原  すなお Fアシ 112483474

なつぞら 上 大森  寿美男 Fオオ 112484506

介錯人（かいしゃくにん） 辻堂  魁 Fツジ 112483060

●新着資料リスト●



ミネルヴァとマルス 昭和の妖怪・岸信介 上 中路  啓太 Fナカ1 112484449

ミネルヴァとマルス 昭和の妖怪・岸信介 下 中路  啓太 Fナカ2 112484456

まんぷく 下 福田  靖 Fフク2 112482963

マジカルグランマ 柚木  麻子 Fユズ 112482377

国別世界食文化ハンドブック ヘレン  Ｃ  ブリティン R383ブ 112484001

〈ティーンズ〉
　

漫画で楽しく歌を味わう百人一首 吉海  直人∥監修 S911マ 112484696

鹿の王  水底の橋（みなそこのはし） 上橋  菜穂子 SFウエ 112484464

乃木坂の怪談 (怪談５分間の恐怖) 中村  まさみ SFナカ 112483698

封印された本 (怪談５分間の恐怖) 中村  まさみ SFナカ 112483565

５秒後に意外な結末　アポロンの黄色い太陽 桃戸  ハル∥編 SFモモ 112483318

５分後に恋の結末３　春が来たら、泣くかもしれない 桃戸  ハル∥編 SFモモ 112483300

〈児童〉
　

ＡＩのひみつ　３　ミッションをクリアしてときあかす！ 香山  瑞恵∥監修 00エ3 120482666

こどものための哲学　死んだらどうなるの？ ＮＨＫ  Ｅテレ「Ｑ～こどものための哲学」制作班∥編 10コ 120482583

こどものための哲学　なんでウンコでみんな笑うの？ ＮＨＫ  Ｅテレ「Ｑ～こどものための哲学」制作班∥編 10コ 120482534

こどものための哲学　ルールってほんとうにひつよう？ ＮＨＫ  Ｅテレ「Ｑ～こどものための哲学」制作班∥編 10コ 120482542

非暴力の人物伝　５　平塚らいてう／萱野茂 28ヒ5 120482997

歴史ごはん　第１巻　縄文～弥生～奈良時代の食事 永山  久夫∥監修 38レ1 120482690

歴史ごはん　第２巻　平安～鎌倉～室町時代の食事 永山  久夫∥監修 38レ2 120482708

歴史ごはん　第３巻　安土・桃山～江戸時代、現代の食事 永山  久夫∥監修 38レ3 120482716

菌の絵本　ねん菌〈へんけい菌〉 川上  新一∥監修 46キ 120482682

地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑　４　中国・四国 清原  工 60キ4 120483011

カイとティム  よるのぼうけん 石井  睦美 91イ 120482138

妖精のカレーパン 斉藤  栄美 91サ 120482088

マチルダとふたりのパパ メル  エリオット Ｅエ 120482773

ちきゅうちゃん。 キューライス Eキ 120483037

ぱんだんす すがわら  けいこ Eス 120482591

ジャックのどきどきモンスター サム  ズッパルディ Eズ 120482849

たてる ブライアン  ラブロック Eラ 120482856

こわす ブライアン  ラブロック Eラ 120482823

　

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



あたらしく購入した本　 （５/２５～ ５/３１） 2019年 6月1日作成

◇中央図書館

〈一般〉

一日一禅！今日からはじめる ゆる～い禅 枡野  俊明 188.8マ 112483854

テーマ別で読むと驚くほどよくわかる日本史 河合  敦 210カ 112483615

旅行が２００％楽しくなる！スーツケース収納術 三田村  蕗子 290.9ミ 112484522

小豆島・直島・豊島・女木島・男木島＋７島めぐり 291.7シ 112485099

瀬戸内の島々②　直島  豊島  女木島  男木島  犬島 291.7ナ 112485032

インサイド財務省 読売新聞経済部 317.2ヨ 112483680

平成はなぜ失敗したのか 「失われた３０年」の分析 野口  悠紀雄 332.1ノ 112482278

要点をギュッ！はじめてのビジネスマナー図鑑 西出  ひろ子 336.4ﾆ/ｸﾛ 112483946

政治家も官僚も国民に伝えようとしない増税の真実 髙橋  洋一 342.1タ 112482906

さよなら！ハラスメント 自分と社会を変える１１の知恵 小島  慶子∥編 361.4サ 112483367

「働き方改革」関連の法改正と対策がわかる本 加藤  利昭 366.1ｶ/ﾐｽﾞ 112484555

同一労働同一賃金の法律と実務 服部  弘・佐藤  純∥編著 366.1ド 112484654

発達障害の人の「就労支援」がわかる本 梅永  雄二∥監修 366.2ﾊ/ﾑﾗ 112484092

セクハラ・サバイバル わたしは一人じゃなかった 佐藤  かおり 366.3サ 112483458

奴隷労働 ベトナム人技能実習生の実態 巣内  尚子 366.8ス 112483979

はじめての外国人雇用 嘉納  英樹∥編著 366.8ハ 112484589

改正入管法で大きく変わる外国人労働者の雇用と労務管理 布施  直春 366.8フ 112484571

非正社員改革 同一労働同一賃金によって格差はなくならない 大内  伸哉 366オ 112483433

企業ファースト化する日本 虚妄の「働き方改革」を問う 竹信  三恵子 366タ 112483243

認知症の人がパッと笑顔になる言葉かけ 右馬埜  節子 369.2ウ 112484647

１，２分でできるシニアの手・足・指体操６１ 斎藤  道雄 369.2サ 112484134

震災バブルの怪物たち 屋敷  康蔵 369.3ヤ 112483540

中学３年分の生物・地学が面白いほど解ける６５のルール 左巻  健男∥編著 460チ 112484472

弱った心臓を守る安心ごはん 狭心症、心筋梗塞から心不全まで 佐藤  直樹∥病態監修 493.23ヨ 112484233

がんを生き抜く最強ごはん 和田  洋巳 494.5ワ 112483144

マンガでわかるオーラルフレイル 心身の衰えはお口から始まります 大久保  満男 497.9オ 112484613

視力を下げて体を整える魔法のメガネ屋の秘密 早川  さや香 535.8ハ 112484852

おひとりさまのゆたかな年収２００万生活② おづ  まりこ 591オ2 112484621

金属アレルギーでもつけられる！　お花とパールのやさしいアクセサリー 清水  真理 594.9ｼ/ｺﾞﾙ 112484084

モンテッソーリ子育てグッズ 子どもたちに作りたい贈りもの 藤原  愉美 594フ 112484118

親が喜ぶ作りおきごはん 今泉  久美∥監修 596オ 112484688

はじめてママの「からだとこころの悩み」お助けＢＯＯＫ 竹内  正人∥監修 598.3ハ 112484027

スマホで困ったときに開く本 ２０１９ 朝日新聞出版  生活・文化編集部∥編 694.6ｽ/P 112484274

チコちゃんに叱られ るＤｏｎ’ｔ  ｓｌｅｅｐ  ｔｈｒｏｕｇｈ  ｌｉｆｅ！ ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」制作班∥編 699.6チ 112484639

心底惚れた 樹木希林の異性懇談 樹木  希林 778.2キ 112483151

樹木希林さんからの手紙 人生上出来！と、こらえて歩こう ＮＨＫ『クローズアップ現代＋』＋『知るしん』制作班 778.2キ 112484605

歴代春夏甲子園メンバー表１００年大全集 ２０１９最新版 ホームラン編集部∥編 783.7レ 112484142

人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤  愛子 914.6サ 112484365

もみじの言いぶん 村山  由佳 914.6ム 112484480

思わず考えちゃう ヨシタケ  シンスケ 914.6ヨ 112483672

もしすべてのことに意味があるなら がんがわたしに教えてくれたこと 鈴木  美穂 916ｽｶﾞﾝ1 112482252

ドナルド・キーン自伝　増補新版 ドナルド  キーン Ｂ289キ 112482815

板極道（ばんごくどう） 棟方  志功 Ｂ732ム 112482682

２０世紀ラテンアメリカ短篇選 野谷  文昭∥編訳 Ｂ963ニ 112484795

うちの子が結婚しないので 垣谷  美雨 ＢＦカキ 112484357

あなたもスマホに殺される 志駕  晃 ＢＦシガ 112482799

今、死ぬ夢を見ましたか 辻堂  ゆめ ＢＦツジ 112481783

明日の食卓 椰月  美智子 ＢＦヤズ 112482823

教室が、ひとりになるまで 浅倉  秋成 Ｆアサ 112483631

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉
　

心霊探偵八雲 魂の代償 １１ 神永  学 ＳＦカミ11 112484845

君と読む場所 三川  みり ＳＦミカ 112482831

〈児童〉
　

頭がよくなるすごい！読書術 齋藤  孝 01サ 120482617

写真とデータでわかる平成時代①　平成の国際関係 時事通信社∥編 21シ1 120483128

写真とデータでわかる平成時代②　平成の政治と経済 時事通信社∥編 21シ2 120483136

写真とデータでわかる平成時代③　平成の科学と技術 時事通信社∥編 21シ3 120483144

写真とデータでわかる平成時代④　平成の日本社会 時事通信社∥編 21シ4 120483151

写真とデータでわかる平成時代⑤　平成のスポーツ 時事通信社∥編 21シ5 120483169

写真とデータでわかる平成時代⑥　平成のくらしと文化 時事通信社∥編 21シ6 120483177

５分間のタイムワープ  びっくり！？日本史の大事件 山口  正∥監修 21チ 120482393

水木しげるの妖怪えほん 水木  しげる 38ミ 120482633

世界に誇る日本の世界遺産 ９ 西村  幸夫∥監修 70セ9 120483185

 ル・コルビュジエの建築作品／宗像・沖ノ島／潜伏キリシタン関連遺産

コロコロロボット Ｋｉｄｓ工作ＢＯＯＫ 野出  正和 75ノ 120483003

人見絹枝 日本人初の女性オリンピック選手 大野  益弘 78ヒ 120482435

ストロベリーデイズ 友情 粟生  こずえ 91ア 120482351

ストロベリーデイズ 初恋 粟生  こずえ 91ア 120482369

小説  映画  青夏（あおなつ） きみに恋した３０日 有沢  ゆう希 91ア 120482039

ボクは絶対ひっかからない！ たちまちクライマックス委員会∥編 91ボ 112484407

キミと、いつか。 ボーイズ編　ぼくたちの“本音” 宮下  恵茉 91ミ10 120483094

ちいさな魔女とくろい森 石井  睦美 Eオ 120483052

しゅつどう！しょうぼうたい 鎌田  歩 Eカ 120483227

たべものやさん  しりとりたいかい  かいさいします シゲタ  サヤカ Eシ 120483235

きょうなにしてた？ はまの  ゆか Ｅハ 120483219

どうなってるの？どうぶつの歯 吉田  葉子 Ｅヨ 120482781

〈赤崎分館〉
　

黄泉がえりａｇａｉｎ 梶尾  真治 ＢＦカジ 210153706

〈高千帆分館〉
　

眠れないほど面白い空海の生涯 由良  弥生 Ｂ188ク 310164363

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



あたらしく購入した本　 （６/１～ ６/７） 2019年 6月8日作成

◇中央図書館

〈一般〉

給与も賞与も、社員みんなで決めてます 新免  玲子 007.3 /ｼ 112483235

ビブリオ漫談 笹倉  剛 019.9 /ｻ 112484670

日本人の死生観を読む 島薗  進 114.2 /ｼ 112484530

ともに悲嘆を生きる 島薗  進 114.2 /ｼ 112483136

こうして、夢は現実になる パム  グラウト 147 /ｸﾞ 112483128

迷路の外には何がある？ 『チーズはどこへ消えた？』その後の物語 スペンサー  ジョンソン 159 /ｼﾞ 112483391

日本人にとって聖地とは何か 内田  樹 162.1 /ｳ 112484928

悔悟 オウム真理教元信徒広瀬健一の手記 広瀬  健一 169.1 /ﾋ 112484498

さよなら、仏教 タテマエの僧衣を脱ぎ去って 髙橋  卓志 180.4 /ﾀ 112485214

天皇の装束 即位式、日常生活、退位後 近藤  好和 210 /ｺ 112484803

平成本 ３１クロニクル この１冊で平成がわかる！ 昭文社∥編 210.7 /ﾍ 112484761

自分で考えるちょっと違った法学入門 第４版 道垣内  正人 321 /ﾄﾞ 112484944

ゼロからスタート！海野禎子の司法書士１冊目の教科書 海野  禎子 327.1 /ｳ 112485040

秘書検定準１級実問題集 ２０１９年度版 実務技能検定協会∥編 336.5 /ﾋ 112484993

「不安なのにな～んにもしてない」女子のお金入門 荒木  千秋 338 /ｱ 112483003

「本当の友達がいなくてさびしい」と思ったとき読む本 大嶋  信頼 361.4 /ｵ 112484860

大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 給付型奨学金研究会∥編 373.4 /ﾀﾞ 112485016

キラッキラの君になるために ビリギャル真実の物語 小林  さやか 376 /ｺ 112483573

点字表記辞典 第７版 『点字表記辞典第７版』編集委員会∥編 378.1 /ﾃ 112484662

折り紙の科学 萩原  一郎 414.1 /ﾊ 112484969

トコトンやさしい磁力の本 山﨑  耕造 427.8 /ﾔ 112484977

ヤゴハンドブック 尾園  暁 486 /ﾔ 112484837

家族にとってのグリーフケア 坂下  ひろこ∥編著 490.14/ｶ 112484936

このがん治療でいいのか？と悩んでいる人のための本 佐藤  典宏 494.5 /ｻ 112484886

　読むセカンドオピニオン

その調理、まだまだ９割の栄養捨ててます！ 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部∥監修 498.55 /ｿ 112485008

ＳＤＧｓが地方を救う 米谷  仁 501 /ｺ 112483482

   なぜ「水・食・電気」が地域を活性化させるのか

はじめての狩猟 東雲  輝之∥監修 659 /ﾊ 112484951

人物デッサンテクニック 小能  一樹 725 /ｺ 112484167

　良質な作例から学ぶ、人のかたち・奥行き・存在感の表現

安西水丸 おもしろ美術一年生 安西水丸 726.5 /ｱ 112484100

ほんとに、フォント。 フォントを活かしたデザインレイアウトの本 ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ 727.8 /ｲ 112483938

九谷モダン 芸術新聞社∥編 751.1 /ｸ 112484183

ユーフォニアム 齋藤  充 763.6 /ｻ 112485024

マンガでわかる文楽 マンガでわかる文楽編集部 777.1 /ﾏ 112483862

マーベル映画のすべて アダム  ブレイ 778.2 /ﾌﾞ 112484217

なつぞら 連続テレビ小説 Ｐａｒｔ１ 大森  寿美男 778.8 /ﾅ 112485081

金栗四三の生涯走れるランニング術 本條  強 782.3 /ｶ 112483763

フリークライミング 北山  真 786.1 /ｷ 112485065

登山入門 佐藤  勇介∥監修 786.1 /ﾄ 112485073

超訳マンガ×オチがすごい文豪ミステリー 朝霧  カフカ∥編 910.2 /ﾁ 112483821

文豪お墓まいり記 山崎  ナオコーラ 910.2 /ﾔ 112483227

短歌ください 双子でも片方は泣く夜もある篇 穂村  弘 911.1 /ﾎ 112484431

シルバー川柳 笑いあり、しみじみあり 大安吉日編 みやぎシルバーネット∥編 911.4 /ｼ 112483557

孤独のすすめ 続 五木  寛之 914.6/ｲ/2 112484811

海苔と卵と朝めし 食いしん坊エッセイ傑作選 向田  邦子 914.6 /ﾑ 112485222

ブラック・クランズマン ロン  ストールワース 936 /ｽ 112483656

カラマーゾフの兄弟 ミステリー・カット版 ドストエフスキー 983 /ﾄﾞ 112483466

●新着資料リスト●



混沌 禁裏付雅帳 ８ 上田  秀人 B F /ｳｴ/8 112485115

ビストロ三軒亭の美味なる秘密 斎藤  千輪 B F /ｻｲ 112484324

へんしん たまうら ２ 星乃  あかり B F /ﾎｼ/2 112482179

〈ティーンズ〉
　

ＡＢＣうさぎ ワンダ  ガアグ E /ｶﾞ 120482799

ユーチュー部！！ 駅伝編 山田  明 SF /ﾔﾏ/2 112485206

〈児童〉
　

チェンジ・ザ・ワールド！ 世界を変えた１４人の女性たち スーザン  フッド 28 /ﾌ 120482724

わたしは女の子だから 世界を変える夢をあきらめない子どもたち ローズマリー  マカーニー 36 /ﾏ 120482450

風船で宇宙を見たい！ やってみることから開ける無限の未来 岩谷  圭介 44 /ｲ 120482518

ベニクラゲは不老不死 永遠に若返るスーパー生物のなぞ 小野寺  佑紀 48 /ｵ 120482344

うまれたよ！イモリ 関  慎太郎 48 /ｾ 120483201

うまれたよ！クラゲ 武田  晋一 48 /ﾀ 120483193

なるほど！魚の漢字 木村　義志∥監修 48 /ﾅ 120482500

ゲームクリエイターになるには？ 馬場  保仁∥監修 58 /ｹﾞ 120482476

災害にあったペットを救え 獣医師チームＶＭＡＴ 高橋  うらら 64 /ﾀ 120483102

こわいオオカミのはなしをしよう ウィリアム  マクリーリー 93 /ﾏ 120483110

三まいのおふだ 加来  哲郎 E /ｶ 120482740

ノロウェイの黒牛 さとう  ゆうすけ E /ｻ 120482906

あるくくま 祖敷  大輔 E /ｿ 120483045

ジャックとまめのき 高畠  那生 E /ﾀ 120482963

ねえねえパンダちゃん 西村  敏雄 E /ﾆ 120483029

いまのわたしにできること リサ  パップ E /ﾊﾟ 120483243

はりねずみのぼうけん ディック  ブルーナ E /ﾌﾞ 120483300

ぺんぎんのぴむとぽむ ディック  ブルーナ E /ﾌﾞ 120483318

〈ＡV〉
　

日本のまつり 四国編 地域伝統芸能活用センター DV 386 /ﾆ 140106824

〈赤崎分館〉
　

フーバー大統領が明かす日米戦争の真実 米国民をも騙した謀略 加瀬  英明∥編著 210.7 /ﾌ 210153714

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



あたらしく購入した本　 （６/８～ ６/１４） 2019年 6月15日作成

◇中央図書館

〈一般〉

１日１ページ、読むだけで身につく世界の教養３６５ 人物編 デイヴィッド・Ｓ・キダー 002 /ｷ 112486071

そうだ魔法使いになろう！ 望む豊かさを手に入れる 吉本  ばなな 147 /ﾖ 112485164

７０歳のたしなみ 坂東  眞理子 159.7 /ﾊﾞ 112485149

ニュースが報じない神社の闇 「リテラ」神社問題取材班 170.6 /ﾘ 112485180

　　 神社本庁・神社をめぐる政治と権力、そして金

明智光秀  五百年の孤独 なぜ謎の武将は謀反人と呼ばれたのか 宮崎  正弘 289.1 /ｱ 112485784

おとな旅プレミアム 萩・津和野 下関・門司 ’１９－’２０年版 291.7 /ﾊ 112485990

現代に生きるファシズム 佐藤  優 311.8 /ｻ 112485669

僕にもできた！国会議員 山本  太郎 312.1 /ﾔ 112485875

すぐに使える！公務員のデザイン大全 佐久間  智之 318.5 /ｻ 112485255

最高裁に告ぐ 岡口  基一 327.1 /ｵ 112485156

秘書検定２級実問題集 ２０１９年度版 実務技能検定協会 336.5 /ﾋ 112485289

親から始まるひきこもり回復 心理学が導く奇跡を起こす５つのプロセス 桝田  智彦 367.6 /ﾏ 112485263

おにぎりの文化史 おにぎりはじめて物語 見るだけで楽しめる！ 横浜市歴史博物館∥監修 383.8 /ｵ 112485248

図解  巣箱のつくり方かけ方 飯田  知彦 488.1 /ｲ 112485297

クラゲ水族館ＢＯＯＫ 鈴木  朱紀子 483.3 /ｽ 112485966

はじめての原発ガイドブック 賛成・反対を考えるための９つの論点 楠美  順理 543.5 /ｸ 112485321

６０代からのガーデニング ＤＩＹとガーデニングの基本作業がよくわかる 629.7 /ﾛ 112485354

販促・ＰＲ・プロモーション  ネット戦略のやさしい教科書 敷田  憲司 675 /ﾊ 112485305

クリムトとシーレ 世紀末ウィーンの革命児 千足  伸行∥監修 723.3 /ｸ 112485388

戦禍の記憶 大石芳野写真集 大石  芳野 748 /ｵ 112485347

陸上競技ルールブック ２０１９年度版 782 /ﾘ 112485727

評伝  孫基禎 スポーツは国境を越えて心をつなぐ 寺島  善一 782.3 /ｿ 112485198

ホシノカケラ 稲葉  なおと F /ｲﾅ 112485941

ジグソーパズル４８ 乾  くるみ F /ｲﾇ 112484894

トリニティ 窪  美澄 F /ｸﾎﾞ 112485776

ザ・ウォール 堂場  瞬一 F /ﾄﾞｳ 112485834

ポルシェ太郎 羽田  圭介 F /ﾊﾀﾞ 112485933

キボウのミライ Ｓ＆Ｓ探偵事務所 福田  和代 F /ﾌｸ 112485883

偶像の黄昏 フリードリヒ・ニーチェ B134 /ﾆ 112485503

ゼロからわかるインド神話 かみゆ歴史編集部 B164 /ｶ 112485529

ゼロからわかるエジプト神話 かみゆ歴史編集部 B164 /ｶ 112485602

強く、しなやかに 回想・渡辺和子 渡辺  和子 B198 /ﾜ 112485495

「国境」で読み解く日本史 古川  浩司∥監修 B210 /ｺ 112485420

名字の歴史学 奥富  敬之 B288 /ｵ 112485594

防犯・防災  ひとり暮らしのあんしんＢＯＯＫ セコム  女性の安全委員会 B368 /ｾ 112485487

おにぎりレシピ１０１ 山田  玲子 B596 /ﾔ 112485578

間違いだらけの文章教室 高橋  源一郎 B816 /ﾀ 112485123

おひとり様作家、いよいよ猫を飼う。 真梨  幸子 B914 /ﾏ 112485628

ドルジェル伯の舞踏会 ラディゲ B953 /ﾗ 112485404

大尉の娘 プーシキン B983 /ﾌﾟ 112485479

金の記憶 日雇い浪人生活録 ７ 上田  秀人 BF /ｳｴ/7 112501044

〈ティーンズ〉
　

世界の美しさをひとつでも多く見つけたい 石井  光太 S916 /ｲ 112484902

●新着資料リスト●



〈児童〉
　

田畑政治 １９６４東京オリンピック招致に活躍 佐野  慎輔 28 /ﾀ 120483409

かぞくってなあに？ フェリシティ・ブルックス 36 /ﾌﾞ 120483573

日本昔ばなしのことば絵本 千葉  幹夫∥監修 38 /ﾆ 120483441

きょうりゅうのおおきさってどれくらい？ 大島  英太郎 45 /ｵ 120483557

イワシ むれでいきるさかな 大片  忠明 48 /ｵ 120483482

身近なアリけんさくブック 大きさ・色・３つのきめてで調べる！ 吉澤  樹理 48 /ﾖ 120483581

体育のにがてを克服！小学生の運動上達のコツ５０ 米田  功∥監修 78 /ﾀ 120483425

   とび箱・鉄棒・マット・なわとび・かけっこ

ちいさなハンター どうぶつのかぞくチーター 佐藤  まどか 91 /ｻ 120483284

あそびうたするものよっといで 中脇  初枝∥編 91 /ﾅ 120483334

あそびうたするものこのゆびとまれ 中脇  初枝∥編 91 /ﾅ 120483292

パンダのパンやさん 岡本  よしろう E /ｵ 120373709

げんこつやまのたぬきさん 長野  ヒデ子 E /ﾅ 120483326

かめくんのさんぽ なかの  ひろたか E /ﾅ 120483342

ママの小さなたからもの ポーリーヌ・マルタン E /ﾏ 120483458

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



あたらしく購入した本　 （６/１５～ ６/２１） 2019年 6月22日作成

◇中央図書館

〈一般〉

学芸員になるには 横山  佐紀 069.3/ﾖ/ｱｵ 112485842

ＮＨＫ  Ｅテレ世界の哲学者に人生相談スペシャルエディション 高田  純次 他 104/ｴ 112485867

やり抜く人の９つの習慣　コロンビア大学の成功の科学 ハイディ  グラント  ハルバーソン 141/ﾊ 112501507

「もう頑張れない」って言ったって、君の価値は下がったりしない 夏ノ瀬  いの 146.1/ﾅ 112485743

苦しかったときの話をしようか 森岡  毅 159.4/ﾓ 112501499

  ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」

平成史 保阪  正康 210.7/ﾎ 112485636

天皇陛下のプロポーズ 織田  和雄 288.4/ｵ 112501416

御即位記念  令和の天皇皇后両陛下 サンデー毎日臨時増刊５月２５日 毎日新聞出版∥編 288.4/ﾏ 112501242

私たちの国で起きていること　朝日新聞時評集 小熊  英二 304 /ｵ / 112486220

愛国者たちへ 論戦 ２０１８－２０１９ 櫻井  よしこ 304/ｻ/18 112485818

父権制の崩壊あるいは指導者はもう来ない 橋本  治 304/ﾊ 112485685

感情天皇論 大塚  英志 313.6/ｵ 112485701

マンガ日本人と天皇 雁屋  哲 313.6/ｶ 112486006

警察用語の基礎知識 事件・組織・隠語がわかる！！ 古野  まほろ 317.7/ﾌ 112486212

特捜は「巨悪」を捕らえたか 地検特捜部長の極秘メモ 宗像  紀夫 327.1/ﾑ 112485958

裁判官が答える裁判のギモン 日本裁判官ネットワーク 327/ﾆ 112485974

ＴＨＥ  ＴＥＡＭ５つの法則 麻野  耕司 336.3/ｱ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ 112501473

実行力 結果を出す「仕組み」の作りかた 橋下  徹 336.3/ﾊ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ 112501465

営業の問題地図 藤本  篤志 336/ﾌ 112485859

   「で、どこから変える？」いつまで経っても成長しない営業マンと営業チーム

心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典 石原  加受子∥監修 361.4/ｼ 112486089

生活者の平成３０年史 データでよむ価値観の変化 博報堂生活総合研究所 361.9/ﾊ 112485800

東京貧困女子。 彼女たちはなぜ躓いたのか 中村  淳彦 367.2/ﾅ 112485917

定年夫婦のトリセツ 黒川  伊保子 367.3/ｸ 112485651

イラスト版子どもの感情力をアップする本 渡辺  弥生∥監修 371.6/ｷ 112486154

  自己肯定感を高める気持ちマネジメント５０

ある日突然、慢性疲労症候群になりました。 ゆらり 493.1/ﾕ 112486014

自分でできる！はじめての気功 小池  義孝 498.34/ｺ 112485982

ラタトゥイユＢＯＯＫ Ｔａｓｔｅｍａｄｅ∥企画・監修 596/ﾗ/ﾐｽﾞ 112486162

養蜂大全 松本  文男 646.9/ﾏ 112486121

  セイヨウミツバチの群の育成から採蜜、女王作り、給餌、冬越しまで

  飼育のすべてがわかる！ニホンミツバチ＆蜜源植物も網羅 

マーケティングプロフェッショナルの視点 音部  大輔 675/ｵ 112501481

  明日から仕事がうまくいく２４のヒント

ダウン症の書家  金澤翔子の一人暮らし 金澤  泰子 728.2/ｶ 112486287

１日１回「あいうえお」ボケないための滑舌トレーニング 赤間  裕子 809.2/ｱ 112482559

５日で学べて一生使える！プレゼンの教科書 小川  仁志 809.2/ｵ 112485677

宮中歌会始全歌集 歌がつむぐ平成の時代 宮内庁∥編 911.1/ｷ 112485909

誰の味方でもありません 古市  憲寿 914.6/ﾌ 112486238

うつでも介護士 実録コミック 崖っぷち人生、どん底からやり直してます。 渡辺  河童 916/ﾜ/ｾｲｼﾝ4 112486022

翼ある歴史 図書館島異聞 ソフィア  サマター 933.7/ｻ/2 112485792

すべては救済のために デニ・ムクウェゲ自伝 デニ  ムクウェゲ 956/ﾑ 112485925

桜と日章 神家  正成 B F/ｶﾐ 112485438

武士の賦（もののふのふ） 居眠り磐音 佐伯  泰英 B F/ｻｴ 112485511

さくら坂の未来へ 口中医桂助事件帖 １６ 和田  はつ子 B F/ﾜﾀﾞ/16 112485461

わたし、定時で帰ります。 ハイパー  ２ 朱野  帰子 F/ｱｹ/2 112486279

●新着資料リスト●



〈児童〉
　

平湯モデル図書館写真集 子どもたちで溢れる学校図書館のつくり方 平湯  文夫 017/ﾋ 112486329

ポプラディアプラス世界の国々 アジア州 １ 29/ﾎﾟ/1 120483664

ポプラディアプラス世界の国々 アフリカ州 ２ 29/ﾎﾟ/2 120483672

ポプラディアプラス世界の国々 ヨーロッパ州 ３ 29/ﾎﾟ/3 120483680

ポプラディアプラス世界の国々 北アメリカ州  南アメリカ州  オセアニア州 ４ 29/ﾎﾟ/4 120483698

ポプラディアプラス世界の国々 学習資料集・索引 ５ 29/ﾎﾟ/5 120483706

しょうがっこうがだいすき うい 37/ｳ 120483474

  しょうがくせいになるまでに、やるといいこと。

  しょうがくせいになったら、やるといいこと。

われから かいそうのもりにすむちいさないきもの 青木  優和 48/ｱ 120483508

スイーツの仕事 サトウ  ヨーコ 58/ｽ/ｼｮｸｷﾞｮｳ 120483383

竜之介先生、走る！ 片野  ゆか 64/ｶ 120483375

  熊本地震で人とペットを救った動物病院

空飛ぶのらネコ探険隊  ６ 大原　興三郎 91/ｵ/6 120483391

おでかけおでかけ デイヴィッド  ウォーカー E/ｳ 120483466

いないいないばあさん 佐々木  マキ E/ｻ 120483623

ねえさんといもうと 酒井  駒子 E/ｻ 120483516

ななちゃんのはみがき つがね  ちかこ E/ﾂ 120483490

あれあれあれれ つちだ  のぶこ E/ﾂ 120483524

〈高千帆分館〉
　

「集中できる子」が育つモンテッソーリの紙あそび 百枝  義雄 376.1/ﾓ 112486139

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



あたらしく購入した本　 （６/２２～ ６/２８） 2019年 6月29日作成

◇中央図書館

〈一般〉

バレットジャーナル 人生を変えるノート術 ライダー  キャロル 002.7/ｷ 112503263

基礎からのプログラミングリテラシー 増井  敏克 007.6/ﾏ 112486881

  コンピュータのしくみから技術書の選び方まで

  厳選キーワードをくらべて学ぶ！ 

世界の本好きたちが教えてくれた人生を変えた本と本屋さん ジェーン  マウント 028/ﾏ 112486097

開運！あやかり神社 全国１万社を巡った僕が見つけた 佐々木  優太 175/ｻ 112486683

陛下、今日は何を話しましょう アンドルー  Ｂ  アークリー 288.4/ｱ 112486642

美智子さまのお好きな花の図鑑 渡邉  みどり∥監修 288.4/ﾐ 112486766

八ケ岳 佐々木  亨 291.5/ｻ 112486865

槍・穂高連峰 北アルプス 渡辺  幸雄 291.5/ﾜ 112486857

なぜ韓国人は借りたお金を返さないのか 韓国人による日韓比較論 シンシアリー 302.1/ｼ 112486584

アイルランドを知るための７０章 海老島  均 他∥編著 302.3/ｱ 112486600

ルポ  金正恩とトランプ 米朝の攻防と、北朝鮮・核の行方 牧野  愛博 319.5/ﾏ 112486626

９条入門 加藤  典洋 323.1/ｶ 112486659

がんばる経営者”が会社をつぶす 最強の組織をつくる経営術 長友  威一郎 335.1/ﾅ/ｵﾚﾝｼﾞ 112486709

仕事で敵をつくる言葉  味方ができる言葉  ハンドブック 本間  正人 336.4/ﾎ/ﾋﾟﾝｸ 112485644

最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本 ビジュアル版 宮本  ゆみ子 336/ﾐ/ｸﾛ 112486063

会計の得する知識と株式投資の必勝法 現役の会計学教授が書いた 榊原  正幸 338.1/ｻ 112486899

図解わかる税金 収入にかかる税金 財産にかかる税金  生活にかかる税金 芥川  靖彦 345/ｱ/2019 112486790

  ２０１９－２０２０年版

図解わかる年金 国民年金・厚生年金  企業年金・個人年金 中尾  幸村 364.6/ﾅ/2019 112486907

  ２０１９－２０２０年版

図解わかる労働基準法 ２０１９－２０２０年版 荘司  芳樹 366.1/ｼ/ﾐｽﾞ 112486782

図解よくわかる労働安全衛生法 １２２のチャートで逐条解説！ 木村  嘉勝 366.3/ｷ/ﾐｽﾞ 112487020

その子の「普通」は普通じゃない 貧困の連鎖を断ち切るために 富井  真紀 369.4/ﾄ 112485891

０歳から楽しめるふわふわタオルあそび 松家  まきこ 376.1/ﾏ 112486998

オオカミは大神（おおかみ） 狼像をめぐる旅 青柳  健二 387/ｱ 112486808

ランキングのカラクリ 谷岡  一郎 417/ﾀ 112486634

ヘンな名前の植物 ヘクソカズラは本当にくさいのか 藤井  義晴 470.4/ﾌ 112486733

虫や鳥が見ている世界 紫外線写真が明かす生存戦略 カラー版 浅間  茂 481.3/ｱ 112486444

国立国際医療研究センター病院の一生役立つ糖尿病レシピ４１０ 大杉  満∥監修 493.12/ｺ 112486105

薬を使わずにぐっすり眠る方法 大谷  憲 498.36/ｵ 112486691

トコトンやさしい宇宙ロケットの本 的川  泰宣 538.9/ﾏ 112486824

福島原発事故の謎を解く 小川  進 他∥共著 543.5/ｵ 112486618

やさしい韓国ごはん ＮＡＴＵＲＡＬ・ＳＩＭＰＬＥ・ＨＥＡＬＴＨＹ  Ｍｉｎａ  Ｆｕｒｕｙａ 596.2/ﾐ/ﾁｬ 112486915

  Ｋｏｒｅａｎ  Ｃｕｉｓｉｎｅ

調理科学×肉の事典 朝日新聞出版∥編著 596.3/ﾁ 112486949

料理グッズで簡単！おうちごはんとおべんとう 小久保工業所 596/ｺ/ｵﾚ 112486030

  子どもが喜ぶラクうまレシピ  キッチン掃除術付き

夏めし１００　さっぱり＆スパイシー 高橋  雅子 596/ﾀ/ｵﾚ 112486451

おいしいおはなし 子どもの物語とレシピの本 本とごちそう研究室 596/ﾎ/ｼﾛ 112486147

キッチンがたった１日で劇的に片づく本 阪下  千恵 597.5/ｻ 112486816

ＡＩに負けないためにすべての人が身につけるべき「営業学」 金川  顕教 673.3/ｶ 112503180

「市」に立つ 定期市の民俗誌 山本  志乃 673.7/ﾔ 112485735

辛口評論家、星野リゾートに泊まってみた 瀧澤  信秋 689.8/ﾀ 112486485

いつも歌があった 南  こうせつ 767.8/ﾐ 112486741

世界のへんな肉 白石  あづさ B 596/ｼ 112486345

日の昇る国へ 新・古着屋総兵衛 １８ 佐伯  泰英 B F/ｻｴ/18 112503214

小説  アルキメデスの大戦 佐野  晶 B F/ｻﾉ 112503206

ばけもの好む中将 恋する舞台 ８ 瀬川  貴次 B F/ｾｶﾞ/8 112486402

●新着資料リスト●



動乱の刑事 焦土の刑事 堂場  瞬一 F/ﾄﾞｳ/2 112486576

〈ティーンズ〉
　

響け！ユーフォニアム  北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章 前編 武田  綾乃 S B F/ﾀｹ 112486378

〈児童〉
　

国籍の？がわかる本 日本人ってだれのこと？外国人ってだれのこと？ 木下  理仁 32/ｷ 120483599

調べよう！バリアフリーと福祉用具 車いす・介助犬ほか １ 渡辺  崇史∥監修 36/ｼ/1 120483847

調べよう！バリアフリーと福祉用具 義足・義手ほか ２ 渡辺  崇史∥監修 36/ｼ/2 120483854

調べよう！バリアフリーと福祉用具 点字・盲導犬ほか ３ 渡辺  崇史∥監修 36/ｼ/3 120483862

調べよう！バリアフリーと福祉用具 手話・聴導犬ほか ４ 渡辺  崇史∥監修 36/ｼ/4 120483870

調べよう！バリアフリーと福祉用具 まちのバリアフリー ５ 渡辺  崇史∥監修 36/ｼ/5 120483888

都道府県別にっぽんオニ図鑑 山崎  敬子 38/ﾔ 120483730

こどもかがく絵じてん 康文∥監修 40/ｺ 120483821

むし 48/ﾑ 120483839

３歳からのおべんとう 続 上田  淳子 596/ｳ 112486113

ゴッホ 自分だけの絵を求めた情熱の画家 山本  まさみ 72/ｺﾞ 120483763

おしりたんてい  カレーなるじけん トロル 91/ﾄ 120483748

おしりたんてい  かいとうとねらわれたはなよめ トロル 91/ﾄ 120483755

とんたんイスたん 新井  洋行 E/ｱ 120483615

うみどりの島 あべ  弘士 E/ｱ 120483987

ちきゅうがわれた！ 田島  征三 E/ﾀ 120483920

さかあがり うんどうだいすき！ 佐藤  弘道 E/ﾌ 120483946

オレ、おおきくなるのいや オレ、カエルやめるや マイク  ボルト E/ﾎﾞ 120484001

オレ、なんにもしたくない オレ、カエルやめるや マイク  ボルト E/ﾎﾞ 120484019

カルガモゆうらんせん もとやす  けいじ E/ﾓ 120483912

とんかちこぞうとねこざかな わたなべ  ゆういち E/ﾜ 120483565

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



あたらしく購入した本　 （６/２９～ ７/５） 2019年 7月6日作成

◇中央図書館

〈一般〉

アウトルック最速仕事術 森  新 007.6 /ﾓ 112501960

  年間１００時間の時短を実現した３２のテクニック

すすめの赤ちゃん絵本２００冊 絵本ナビ∥監修 019.5 /ﾌ 112487210

  ０歳・１歳・２歳の子どもがよろこぶ絵本

ウィトゲンシュタイン  論理哲学論考 古田  徹也 134.9 /ｳ 112487137

沖縄と核 松岡  哲平 219.9/ﾏ 112486717

天皇の日本史 ２ 井沢  元彦 288.4/ｲ/2 112487095

平成お召し列車の記憶 陛下とともに走った専用列車の３１年 288.4 /ﾍ 112487178

美智子さまのお帽子 写真集 週刊朝日編集部∥編 288.4 /ﾐ 112487194

ドイツ ２０１９～２０２０年版 地球の歩き方編集室∥編 293 /ﾄﾞ 112486758

「平成の天皇」論 伊藤  智永 313.6 /ｲ 112486436

必携自治体職員ハンドブック 第４次改訂版 公職研編集部∥編 318 /ﾋ 112486832

脱属国論 田原  総一朗 323.1 /ﾀﾞ 112486667

ゲーム理論入門の入門 鎌田  雄一郎 331.1 /ｶ 112486428

「空気」を読んでも従わない 生き苦しさからラクになる 鴻上  尚史 361.4 /ｺ 112486477

いま、ここで輝く。 おおた  としまさ 370.4 /ｵ 112487087

 超進学校を飛び出したカリスマ教師「イモニイ」と奇跡の教室

学校司書のための学校教育概論 野口  武悟 371 /ｶﾞ 112486840

未来の科学者との対話 神奈川大学広報委員会

  第１７回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞受賞作品集

375.4 /ﾐ 112503198

高認があるじゃん！ 高卒認定試験完全ガイド ２０１９－２０２０年版 376.8 /ｺ 112487186

マンガ  最高の戦略教科書  孫子 守屋  淳 399.2 /ﾓ 112486725

日本の国石「ひすい」 バラエティーに富んだ鉱物の国 日本鉱物科学会∥監修 459 /ﾆ 112487160

美しい茅葺き ふるさと日本茅葺き探訪 城信介写真集 城  信介 521.8 /ｼﾞ 112487228

にっぽん醤油蔵めぐり 高橋  万太郎 588.6 /ﾀ 112487103

野菜とハーブの水耕栽培 北条  雅章∥監修 626.9 /ﾔ 112487202

美智子さま  心に響くすてきな御歌１００選 山口  謠司∥監修 911.1 /ﾐ 112487111

しあわせしりとり 益田  ミリ 914.6 /ﾏ 112486501

そしていま、一人になった 吉行  和子 914.6 /ﾖ 112487129

女たちのアンダーグラウンド 戦後横浜の光と闇 山崎  洋子 916 /ﾔ 112487145

レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 レンタルなんもしない人 916 /ﾚ 112486527

百花 川村  元気 F /ｶﾜ 112487152

ぼくはきっとやさしい 町屋  良平 F /ﾏﾁ 112483706

影の斜塔 警視庁文書捜査官 麻見  和史 BF /ｱｻ 112487038

●新着資料リスト●

 全国高校生理科 ・科学論文大賞専門委員会∥編

    手が汚れない虫が少ない 葉もの・根もの・実もの・ハーブ全４１種！



〈ティーンズ〉
　

１７音の青春 五七五で綴る高校生のメッセージ ２０１９

S911 /ｶ 112501887

高校サッカーボーイズ  Ｕ－１６ はらだ  みずき SBF /ﾊﾗ 112487046

ノラネコぐんだんふねにのる Ｅｎｇｌｉｓｈ  Ｆｉｒｓｔ  Ｂｏｏｋ 工藤  ノリコ E /ｸ 120483896

〈児童〉
　

東大卒の教師が教えるこどもの科学の疑問に答える本 三澤  信也 40 /ﾐ 112487061

かずくらべ 西内  久典 41 /ﾆ 120483805

日本の古生物大研究 どこで見つかった？絶滅した生き物 冨田  幸光∥監修 45 /ﾆ 120484076

めのはなし 堀内  誠一 49 /ﾎ 120483797

タケの大研究 ふしぎな生態、人とのかかわりをさぐろう 内村  悦三 65 /ｳ 120484068

まるのおうさま 粟津  潔 E /ｱ 120483961

とりづくし 石井  聖岳 E /ｲ 120484100

うちゅうじんはいない！？ ジョン  エイジー E /ｴ 120484142

〈高千帆分館〉
　

作って楽しむ今の気分で着たい服 593.3 /ﾂ 310164413
 程よく流行を取り入れた今の気分にぴったりあうワンピース、トップス、ボトム、アウター…全２６点

猫ピッチャー ９ そにし  けんじ 726/ｿ/9 310164397

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

神奈川大学広報委員会∥編



あたらしく購入した本　 （７/６～ ７/１２） 2019年 7月13日作成

◇中央図書館

〈一般〉

皇后雅子 妃から后への三十年 石井  勤 288.4/ｲ 112487525

諡（おくりな） 天皇の呼び名 野村  朋弘 288.4/ﾉ 112487475

一度は泊まってみたい厳選宿 291/ｲ 112487236

  美食を味わい名湯に浸かる上質な休日

これって個人情報なの？ 意外と知らない実務の疑問 稲葉  一人　他∥共著 316.1/ｲ 112487715

クラウドファンディングで資金調達に成功するコレだけ！ クラウドファンディング研究会 336.8/ｸ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ 112487673

  技 知識０でも大丈夫！

ハラスメントの境界線 セクハラ・パワハラに戸惑う男たち 白河  桃子 366.6/ｼ 112487400

ホワイト部活動のすすめ 部活動改革で学校を変える 佐藤  博志 他 375.1/ﾎ 112487699

カリスマ失墜 ゴーン帝国の２０年 日経ビジネス∥編 537/ｶ 112487590

家庭で作れる  かみやすい  飲み込みやすい  江頭  文江 596/ｴ 112487822

  高齢者のやわらか食１３２

ざんねんな食べ物事典 東海林  さだお 596/ｼ 112487426

ノラネコぐんだんコミック 工藤  ノリコ∥著 726/ｸ 112487681

パラスポーツマガジン 780/ﾊﾟ/5 112487871

  障がい者スポーツ＆ライフスタイルマガジン Ｖｏｌ．５

日本代表ヘッドコーチが教える 安井  博志∥監修 786.1/ﾆ 112504162

  スポーツクライミングテクニック＆トレーニング

知れば知るほど行司・呼出し・床山（とこやま） 「相撲」編集部∥編著 788.1/ｼ 112487749

  大相撲の、裏方の見方が変わる！

超シルバー川柳 ９０歳以上のご長寿だけの傑作選！ みやぎシルバーネット 他∥編 911.4/ｼ 112487624

きみまろ「夫婦川柳」傑作選 ３ 綾小路  きみまろ∥編 911/ｷ/3 112487582

１２階から飛び降りて一度死んだ私が伝えたいこと モカ∥著 916/ﾓ 112486469

三つの顔 3ﾂ ﾉ ｶｵ 大江戸閻魔帳 ２ 藤井  邦夫 BF/ﾌｼﾞ/2 112487269

おーい、こちら灯台 ソフィー  ブラッコール E/ﾌﾞ 120484118

めぐり逢いサンドイッチ 谷  瑞恵 F/ﾀﾆ 112486568

〈ティーンズ〉
　

トロイメライ 村山  早紀 SF/ﾑﾗ 112487558

〈児童〉
　

めぐみの森 藤原  幸一 38/ﾌ 120484043

もっとざんねんないきもの事典 おもしろい！進化のふしぎ 今泉  忠明∥監修 48/ｻﾞ 120373501

きほんの木 花がきれい 姉崎  エミリー 65/ｱ 120484050

歴史を変えた５０人の女性アスリートたち レイチェル  イグノトフスキー 78/ｲ 120484035

大渋滞 いとう  みく 91/ｲ 120483433

うちの執事が言うことには 高里  椎奈 91/ﾀ 120483367

まじょのナニーさん  青空のお友だちケーキ 藤  真知子 91/ﾌ 120484167

おやゆびひめ カンタン  グレバン E/ｸﾞ 120483979

てっかくん さとう  めぐみ E/ｻ 120484092

きょうふのしりとり 武田  美穂 E/ﾀ 120373451

                                       ＊　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　 （７/１３～ ７/１９） 2019年 7月20日作成

◇中央図書館

〈一般〉

晩節の研究 偉人・賢人の「その後」 河合  敦 281 /ｶ 112487368

半藤一利 橋をつくる人 半藤  一利 289.1/ﾊ 112487434

るるぶ和歌山  白浜  高野山  熊野古道 ’２０ 291.6/ﾙ 112487863

福島のことなんて、誰もしらねぇじゃねえかよ！ カンニング竹山 302.1/ｶ 112487574

北朝鮮を知るための５５章 第２版 石坂  浩一∥編著 302.2/ｷ 112487483

シャティーラの記憶 パレスチナ難民キャンプの７０年 川上  泰徳 319.2/ｶ 112487442

就職活動がまるごと分かる本 岡  茂信 377.9/ｵ 112487764

  内定獲得のメソッド いつ？どこで？なにをする？ ’２１

最新最強の就職面接 ２１年版 福沢  恵子 377.9/ﾌ 112487723

科学する心 池澤  夏樹 404 /ｲ 112487616

日本茅葺き紀行 安藤  邦廣 521.8/ｱ 112487806

マツダ／ユーノスロードスター 平井  敏彦 537.9/ﾏ 112487780

  日本製ライトウェイトスポーツカーの開発史

超ロボット化社会 ロボットだらけの未来を賢く生きる 新山  龍馬 548.3/ﾆ 112487491

パスタぎらい ヤマザキ  マリ 596 /ﾔ 112487392

まんがで読むはじめての猫のターミナルケア・看取り 猫びより編集部∥編 645.7/ﾏ 112487707

森林未来会議 森を活かす仕組みをつくる 熊崎  実 651.7/ｼ 112487632

〈１日１０分・月１５万円〉Ｉｎｓｔａｇｒａｍ起業 生天目  佳高 675 /ﾅ 112487608

るるぶレゴランド・ジャパン・リゾート 689.5/ﾙ 112487855

大きな字でわかりやすいスマートフォン超入門 リンクアップ 694.6/ﾘ 112487889

「男はつらいよ」の効能書き こまものや  よさぶろう 778.2/ｺ 112487376

  〈全４８作〉をもっと心に効かせる鑑賞ガイド 上巻

「男はつらいよ」の効能書き こまものや  よさぶろう 778.2/ｺ 112487384

  〈全４８作〉をもっと心に効かせる鑑賞ガイド 下巻

友情 平尾誠二を忘れない ２ 山中  伸弥∥編 783.4/ﾋ 112487566

不知火のほとりで 石牟礼道子終焉記 米本  浩二 910.2/ｲ 112487640

江藤淳 終わる平成から昭和の保守を問う 中島  岳志∥監修 910.2/ｴ 112487756

永遠の太宰治 生誕１１０年記念総特集 910.2/ﾀﾞ 112487657

小説  映画  空母いぶき 大石  直紀 B F /ｵｵ 112487244

付添い屋・六平太 鵺（ぬえ）の巻 金子  成人 B F /ｶﾈ 112487251

春淡し 吉原裏同心抄 ６ 佐伯  泰英 B F /ｻｴ 112503743

きみがいま ピーター  レイノルズ E /ﾚ 120483904

生きながらえる術 鷲田  清一 914.6/ﾜ 112487541

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

　

むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳  碧人 S F /ｱｵ 120373808
文豪ストレイドッグス  ＢＥＡＳＴ 朝霧  カフカ SB F /ｱｻ 112487335

キングダム 映画ノベライズ 藤原  健市 SB F /ﾌｼﾞ 112487343

〈児童〉

　

今すぐ使えるかんたんScratch はじめてのプログラミング 松下  孝太郎 00 /ﾏ 112487772
できる！たのしむ！むかしのあそび お手玉 ３ 神谷  明宏∥監修 38 /ﾃﾞ 120484217

できる！たのしむ！むかしのあそび ビー玉・はねつきなど ６ 神谷  明宏∥監修 38 /ﾃﾞ 120484225

ぜんぶわかる！アリ 島田  拓 48 /ｼ 120484233

アレルギーのサバイバル 生き残り作戦 １ ゴムドリｃｏ． 49 /ｺﾞ/1 120483771

アレルギーのサバイバル 生き残り作戦 ２ ゴムドリｃｏ． 49 /ｺﾞ/2 120484209

はやくしないとチコちゃんに叱られる迷路ＢＯＯＫ

    Don't sleep through life! 79 /ﾊ 120484258

一年間だけ。 安芸  咲良 91 /ｱ 120483714

パピヨン号でフランス運河を 山下  明生 91 /ﾔ/5 120484183

さんびきのおさる あべ  けんじ E /ｱ 120484282

アブラカダブラカタクリコ きたむら  さとし E /ｷ 120484274

なまけものパーティー 齋藤  槙 E /ｻ 120484308

おにゃけ 柴田  ケイコ E /ｼ 120373477

ほんとにぜったいあけちゃダメッ！！！ ヒース  マッケンジー E /ﾏ 120484290

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

ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」制作班∥監修



●新着資料リスト●

あたらしく購入した本　 （７/２０～ ７/２６） 2019年 7月27日作成

◇中央図書館

〈一般〉

あなたがセキュリティで困っている理由 辻  伸弘 007.6/ﾂ 112488838
生きるための図書館 一人ひとりのために 竹内  悊 010/ﾀ 112503719
著作権法のしくみ ネット時代の基礎知識！ デイリー法学選書編修委員会∥編 021.2/ﾁ 112488358
共感障害 「話が通じない」の正体 黒川  伊保子 141.6/ｸ 112488127
まんがでわかる発達心理学 渡辺  弥生∥監修 143/ﾏ 112488705
齋藤孝が読むカーネギー『道は開ける』 齋藤  孝 159/ｶ 112488713
官邸官僚 安倍一強を支えた側近政治の罪 森  功 312.1/ﾓ 112488697
１４０字の戦争 ＳＮＳが戦場を変えた デイヴィッド  パトリカラコス 319/ﾊﾟ 112488788
日本国勢図会 日本がわかるデータブック ２０１９／２０ 矢野恒太記念会∥編集 351/ﾆ/2019 112488846
あなたの年金 椎野  登貴子 他 364.6/ｼ/2019 112488416
  社会保険労務士が答える年金Ｑ＆Ａ 知らなきゃ損する
図解いちばん親切な年金の本 知っておきたい暮らしのお金 清水  典子∥監修 364.6/ｽﾞ/2019 112488440
  オールカラー １９－２０年版
未和 ＮＨＫ記者はなぜ過労死したのか 尾崎  孝史 366.9/ｵ 112488739
尊厳ある介護 「根拠あるケア」が認知症介護を変える 里村  佳子 369.2/ｻ 112488747
障害者総合支援法がよ～くわかる本 第５版 福祉行政法令研究会 369.2/ｼ 112488879
ヘルパーが支えた老老介護２４年 谷口  政春　他 369.2/ﾀ 112488374
  ピンチをチャンスに、笑顔でつなぐ認知症ケア
中・高生への科学の教室 さらに関心を高めるために ７ 藤嶋  昭∥監修 407/ﾋ/7 112488390
若い読者のための『種の起源』 入門生物学 チャールズ  ダーウィン 467.5/ﾀﾞ 112488861
葉っぱはなぜこんな形なのか？ 林  将之 471.1/ﾊ 112488192
  植物の生きる戦略と森の生態系を考える
セミハンドブック 税所  康正 486.5/ｻ 112488069
虫ぎらいはなおるかな？ 昆虫の達人に教えを乞う 金井  真紀 486/ｶ 112488655
くすりの事典 病院からもらった薬がよくわかる ２０２０年版 片山  志郎∥監修 499.1/ｸ/2020 112488903
太宰治  創作の舞台裏 日本近代文学館∥編 910.2/ﾀﾞ 112488408
戦争が立っていた 戦中・戦後の暮しの記録  拾遺集戦中編 916/ｾ/ｾﾝｷ 112488820
新・浪人若さま新見左近 ３ 佐々木  裕一 B F/ｻｻ/3 112488044
マチのお気楽料理教室 秋川  滝美 F/ｱｷ 112486675
アンド・アイ・ラブ・ハー 東京バンドワゴン １４ 小路  幸也 F/ｼﾖ 112486550

〈ＹＡ〉
　

すきなひと 嶽  まいこ S726/ﾀﾞ 112487897
５４字の物語 ３ 氏田  雄介∥編著 SF/ｳｼﾞ 112487459
高校サッカーボーイズ  Ｕ－１８ はらだ  みずき SF/ﾊﾗ 112488663

〈児童〉
　

将来何してる？キミの未来年表 野村総合研究所未来創発センター∥監修 30/ｼ 120484191
ドッグトレーナーになりたいきみへ 鈴木  博房 64/ｽ 120484159
  トイプードルの警察犬アンズを育てた指導士の物語
マンガで克服！体育の苦手種目 多田  ゆかり 78/ﾀ 120484175
チャレンジミッケ！ まほうとふしぎのくに １０ ウォルター  ウィック E/ｳ/10 120484324
マンマルさん ジョン  クラッセン E/ｸ 120484548
むしホテルとなぞのちかしつ きねかわ  いつか E/ｺ 120373576

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



あたらしく購入した本　 （７/２７～ ８/２） 2019年 8月3日作成

◇中央図書館

〈一般〉

使える哲学 暮らしに役立つ基礎知識 平原  卓∥監修 104/ﾂ 112488762

生きづらさを抱えるきみへ 逃げ道はいくらでもある ｗｉｔｈｎｅｗｓ編集部∥著 159.7/ｳ 112489042

  －＃ｗｉｔｈｙｏｕ－
発掘された日本列島 新発見考古速報 ２０１９ 文化庁∥編 210.2/ﾊ 112489224

元号読本 「大化」から「令和」まで全２４８年号の読み物事典 所  功 他∥編著 210/ｹﾞ 112488614

わたしは１２歳、爆撃される悪夢を見る夜 セーブ  ザ  チルドレン  ジャパン 329.3/ｾ 112488366

  紛争下でこころのケアを必要とする４億人の子どもたち

父が娘に語る ヤニス=バルファキス 330 /ﾊﾞ 112488283

  美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。

世界経済、最後の審判 破綻にどう備えるか 木内  登英 333.6/ｷ 112488606

言い返す」技術 ムカつく相手にスパッと言い返す 五百田  達成 361.4/ｲ 112489158

ネット右翼とは何か 樋口  直人　他 361.6/ﾈ 112489091

ぼそぼそ声のフェミニズム 栗田  隆子 367.1/ｸ 112489059

僕とぼく 妹の命が奪われた「あの日」から 川名  壮志 368.7/ｶ 112489166

ぷかぷかな物語 高崎  明 369.2/ﾀ 112488291

  障がいのある人と一緒に、今日もせっせと街を耕して

待機児童対策 保育の充実と女性活躍の両立のために 八田  達夫∥編著 369.4/ﾀ 112489125

庭に小さなカフェをつくったら、みんなの居場所になった 南雲  明彦∥編著 369/ﾐ 112488622

  つなげる×つながる  ごちゃまぜカフェ

鬼とはなにか まつろわぬ民か、縄文の神か 戸矢  学 387.9/ﾄ 112488754

安保法制下で進む！ 半田  滋 392.1/ﾊ 112489174

  先制攻撃できる自衛隊 新防衛大綱・中期防がもたらすもの

微分積分最高の教科書 本質を理解すれば計算もスラスラできる 今野  紀雄 413.3/ｺ 112489018

マイクロカプセル香害 古庄弘枝＋被害者  発症者の声 493.14/ｺ 112488085

  柔軟剤・消臭剤による痛みと哀しみ

やっぱり高血圧はほっとくのが一番 松本  光正 493.25/ﾏ 112488598

子どもと親のためのワクチン読本 母里  啓子 493.93/ﾓ 112489141

  知っておきたい予防接種 最新改訂版

働くみんなの１分すぐ楽ヨガ 京乃  ともみ 498.34/ｷ 112488853

  いつでもどこでも瞬間リフレッシュ！

産業医が診る働き方改革 産業医科大学∥編 498.8/ｻ 112503651

プラスチック汚染とは何か 枝廣  淳子 519/ｴ 112504626

ゼロからはじめるＤｒｏｐｂｏｘ  ＆  Ｇｏｏｇｌｅ  Ｄｒｉｖｅ  リンクアップ 547.4/ｾﾞ/P 112488267

  ＆  ＯｎｅＤｒｉｖｅ  ＆  Ｅｖｅｒｎｏｔｅスマートガイド

里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理 おいしいレシピ３６８ 西東社編集部∥編 596/ｻ/ｼﾛ 112488937

定年からの男メシの作法 東海林  さだお 596/ｼ 112488093

＃ひとりじめ飯 細川  芙美 596/ﾎ/ｵﾚ 112488895

「モノの単位」大事典 知ってるだけで一目置かれる！ ホームライフ取材班∥編 609/ﾎ 112488275

病害虫に効く自然農薬 植物や食品からつくる農家の知恵 626.9/ﾋﾞ 112489257

基本＋αで身につける飲食店の好感接客サービス教本 月刊近代食堂編集部∥編 673.9/ｷ 112489133

手塚治虫とトキワ荘 中川  右介 726.1/ﾅ 112488689

ホロヴィッツ・ピアノの秘密 調律師がピアノをプロデュースする 髙木  裕 763.2/ﾀ 112489109

オードリー・ヘプバーン 妖精、そして女性として 778.2/ﾍ 112489190

藤井聡太の鬼手 デビューから平成３０年度まで 書籍編集部∥編 796 /ﾌ 112489117

文学の中の家 『自分だけの部屋』を装飾する方法 スーザン =ハーラン 902 /ﾊ 112489208

小説という毒を浴びる 桜庭一樹書評集 桜庭  一樹 902.3/ｻ 112488796

天皇皇后両陛下の歌から読む平成史 上皇陛下・上皇后陛下 911.1/ｼﾞ 112488341

年齢は捨てなさい 下重  暁子 914.6/ｼ 112488119

天邪鬼のすすめ 下重  暁子 914.6/ｼ 112489000

私がオバさんになったよ ジェーン  スー 914.6/ﾜ 112488721

●新着資料リスト●



ペコロスの母に会いに行く 続 岡野  雄一 916 /ｵ/2 112488382

令月、時は和し気は清し 張衡『帰田賦』 東京古典研究会∥編 921.4/ﾚ 112489026

高校事変 松岡  圭祐 B F/ﾏﾂ 112488507

農ガール、農ライフ 垣谷  美雨 BF /ｶｷ 112488960

逃げた名馬 公家武者信平 ２ 佐々木  裕一 BF/ｻｻ/2 112488473

比叡山の鬼 公家武者信平 ３ 佐々木  裕一 BF/ｻｻ/3 112487962

公卿の罠 公家武者信平 ４ 佐々木  裕一 BF/ｻｻ/4 112487988

狙われた旗本 公家武者信平 ５ 佐々木  裕一 BF/ｻｻ/5 112488556

大江戸監察医 鈴木  英治 BF/ｽｽﾞ 112487970

黒猫王子の喫茶店 しっぽ短し恋せよ猫 〔４〕 高橋  由太 BF/ﾀｶ/4 112488531

黒猫王子の喫茶店 日日是猫日 〔５〕 高橋  由太 BF/ﾀｶ/5 112488549

藁一本 藍染袴お匙帖 １２ 藤原  緋沙子 BF/ﾌｼﾞ/12 112488481

むらさきのスカートの女 今村  夏子 F /ｲﾏ 112489075

夏の陰 岩井  圭也 F /ｲﾜ 112488234

落花 澤田  瞳子 F /ｻﾜ 112488184

暁天の星 葉室  麟 F /ﾊﾑ 112488143

つみびと 山田  詠美 F /ﾔﾏ 112488150

運転者 未来を変える過去からの使者 喜多川  泰 F/ｷﾀ 112504675

〈ティーンズ〉
　

ソンジュの見た星 路上で生きぬいた少年 リ  ソンジュ 他 S936/ﾘ 112489067

〈児童〉
　

大化から令和まで日本の元号大事典 日本の元号大事典編集委員会∥編著 21/ﾀ 120484969

大人になってもこまらない！つたわる話しかた 杉山  美奈子∥監修 36 /ｵ 120484373

あみちゃんの魔法のことば 夢をかなえる１５の物語 ふじもと  みさと 36/ﾌ 120484688

大人になる前に知る命のこと 加納  尚美∥編著 37/ｵ 120484639

  心と体の変化・思春期・自分らしく生きる
理科がもっと好きになる！ キッズ科学ラボ 40 /ｷ 120484670
   小学生のおもしろ科学実験 身近なふしぎを発見！
ぎりぎりいきもの事典 絶滅危惧種のふしぎ 成島  悦雄∥監修 48 /ｷﾞ 120484662
泣けるいきもの物語 今泉  忠明∥監修 48 /ﾅ 120484654
びっくりして、おもしろい！へんてこりんな人間図鑑 岩谷  圭介 49/ｲ 120484332
転校生はかがくぶっしつかびんしょう 武濤  洋 49/ﾀ 120484563
プラスチック・プラネット ジョージア  アムソン＝ブラッドショー 51/ｱ 120373618
  今、プラスチックが地球をおおっている 
  明日からプラスチックゴミをなくそう
プラスチック惑星・地球 藤原  幸一 51/ﾌ 120484977
ニワトリの大研究 歴史・生態から人とのかかわりまで 森  誠∥監修 64/ﾆ 120484951
ちっちゃいこえ 「原爆の図」より アーサー  ビナード∥脚本 C/ｺｳｶﾞｸﾈﾝ 120484910
みんなまってるよ！ 青山  ゆういち E/ｱ 120485008
きょうもうれしい えがしら  みちこ E/ｴ 120484886
ひょうたんれっしゃ 齋藤  槙 E/ｻ 120484555
いちはちじゅうのもぉくもく 長野  ヒデ子 E/ﾅ 120484993
かわうそモグ 長谷川  義史 E/ﾊ 120484597
おおかみさんいまなんじ？ 山村  浩二 E/ﾔ 120484894

〈赤崎分館〉
　

眠っているがんを起こしてはいけない。 近藤  誠 494.5/ｺ 210153722

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





あたらしく購入した本　 （８/３～ ８/９） 2019年 8月10日作成

◇中央図書館

〈一般〉

○×判定ですぐわかる消費税の実務 沢田  佳宏∥編  336.9 /ｻ /ﾐﾄﾞﾘ 112488432

日帰り温泉 九州 〔２０１９〕 291.9/ﾋ/2019 112489240

なぜ日本の当たり前に世界は熱狂するのか 茂木  健一郎 302.1/ﾓ 112488101

官僚制と公文書 改竄、捏造、忖度の背景 新藤  宗幸 317/ｼ 112488077

アメリカ人のみた日本の死刑 デイビッド  Ｔ  ジョンソン 326.4/ｼﾞ 112488580

〈借金完全整理〉自己破産マニュアル 〔２０１９〕第５版 神田  将∥監修 327.3/ｼ/2019 112488887

伝え方大全 ＡＩ時代に必要なのはＩＱよりも説得力 カーマイン  ガロ 336.4/ｶﾞ/ﾋﾟﾝｸ 112488200

図解わかる住宅ローン ２０１９－２０２０年版 浅井  秀一 338.7/ｱ/2019 112489661

図解わかる生命保険 ２０１９－２０２０年版 ライフプラン研究会 339.4/ｽﾞ/2019 112489653

なぜ人は騙されるのか 詭弁から詐欺までの心理学 岡本  真一郎 361.4/ｵ 112488572

図解わかる定年前後の手続きのすべて ２０１９－２０２０年版 中尾  幸村 他 364.3/ﾅ/2019 112489646

宮本常一 伝書鳩のように 宮本  常一 380.4/ﾐ 112489406

心の持ち方ひとつで人生が変わる！ 髙橋  伸忠 490.4/ﾀ 112504725

ずっとやめたかったこと、こうしてやめられました。 汐街  コナ 493.74/ｼ 112488812

免疫療法を超えるがん治療革命 小川  恭弘 494.5/ｵ 112488671

  １５センチ大の乳がん、末期の直腸がん、卵巣がんが切らずに治った 

  増感放射線療法コータック（ＫＯＲＴＵＣ）の威力

プラスチック・フリー生活 今すぐできる小さな革命 シャンタル  プラモンドン 578.4/ﾌﾟ 112489679

酸っぱいは元気のもと 小泉  武夫 596/ｺ 112488218

  人生を笑顔で、豊かに生きるための３８の教訓

田中一村 “南の琳派”への軌跡 大矢  鞆音∥監修 721.9/ﾀ 112489273

手作り万華鏡入門 山見  浩司 759/ﾔ 112489232

  はじめてでも美しい模様が楽しめる！

  身近な材料で作れる、不思議な世界

孤独という道づれ 岸  惠子 778.2/ｷ 112489596

いだてん 後編 778.8/ｲ 112489760

山登り＆キャンプ  アウトドア旅の道具ＢＯＯＫ 786/ﾔ 112488929

驚くほど声がよくなる！瞬間声トレ 司  拓也 809.2/ﾂ 112488325

ゼロからスタート日本語 Ｊリサーチ出版 810.7/ｾﾞ 112488952

複合媒体資料 ひらがな・カタカナ・あいさつから始める

旅仕舞 新・酔いどれ小籐次 １４ 佐伯  泰英 B F/ｻｴ/14 112504477

夜、眠る前に読むとほろりと泣けてくるいい話３３ 西沢  泰生 B159/ﾆ 112488051

サービスの達人たち おもてなしの神 野地  秩嘉 B673/ﾉ 112488564

ナイトフライヤー ジョージ  Ｒ  Ｒ  マーティン B933/ﾏ 112504691

抗争 聡四郎巡検譚 ４ 上田  秀人 BF/ｳｴ/4 112504683

鬼を待つ 弥勒シリーズ ９ あさの  あつこ F/ｱｻ 112489570

炎天夢 東京湾臨海署安積班 今野  敏 F/ｺﾝ 112489588

魔法を召し上がれ 瀬名  秀明 F/ｾﾅ 112488176

水辺のブッダ ドリアン助川 F/ﾄﾞﾘ 112489539

火神子（ひみこ） 天孫に抗いし者 森山  光太郎 F/ﾓﾘ 112489455

蒼色の大地（そうしょくのだいち） 薬丸  岳 F/ﾔｸ 112489562

〈ティーンズ〉
　

意味が分かると震える話 藤白  圭 SF/ﾌｼﾞ 112488630

すきっていわなきゃだめ？ 今日  マチ子 S726/ｷ 112489778

エジソン ネズミの海底大冒険 トーベン  クールマン S943/ｸ 112489786

●新着資料リスト●



〈児童〉
　

ぼくは気の小さいサメ次郎といいます 岩佐  めぐみ 91/ｲ 120485024

職員室の日曜日 図書魔女ちゃんとバクちゃん 〔２〕 村上  しいこ 91/ﾑ 120484936

貞子 山室  有紀子 91/ﾔ/ｺﾜｲ 120484621

西遊記 風の巻 １３ 斉藤  洋 92/ｻ/13 120485016

そうめんソータロー 岡田  よしたか E/ｵ 120485081

かさとながぐつ 市居  みか E/ｲ 120485115

パンダでおぼえる英会話 大人も子どもも一生役立つ 学研プラス∥編 83/ﾊﾟ 120485032

減っているってほんと！？日本カエル探検記 関  慎太郎 48/ｾ 120484456

はじめての恐竜図鑑  恐竜大行進Ａ  ｔｏ  Ｚ ダスティン  グロウィック 45/ｸﾞ 120485149

くぬぎのもりのりすのがっこう ふくざわ  ゆみこ E/ﾌ 120485099

〈ＡV〉
　

万引き家族 リリー・フランキー∥出演 DVﾎｳｶﾞ

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



あたらしく購入した本　 （８/１０～ ８/１６） 2019年 8月17日作成

◇中央図書館

〈一般〉

『お金持ち列車』の乗り方 すべての幸せを手に入れる「切符」をあなたへ 末岡  よしのり 159 /ｽ 112490180

対談  戦争とこの国の１５０年 保阪  正康 210.6/ﾀ 112490263

    作家たちが考えた「明治から平成」日本のかたち

さあ、バリアフリー温泉旅行に出かけよう！ 山崎  まゆみ 291 /ﾔ 112489471

   準備から旅の注意点まで、知って安心の親切マニュアル

命に国境はない 紛争地イラクで考える戦争と平和 高遠  菜穂子 302.2/ﾀ 112489687

殺されても聞く 日本を震撼させた核心的質問３０ 田原  総一朗 304 /ﾀ 112489398

世界を変えた勇気 自由と抵抗５１の物語 伊藤  千尋 309 /ｲ 112488226

公文書は誰のものか？ 公文書管理について考えるための入門書 榎澤  幸広∥編集代表 317.6/ｺ 112489612

韓国のトリセツ やたら面倒な隣人と上手に別れる方法 西村  幸祐 319.1/ﾆ 112489364

ルポ「断絶」の日韓 なぜここまで分かり合えないのか 牧野  愛博 319.2/ﾏ 112489935

人生の中心が仕事から自分に変わる！休み方改革 東松  寛文 366.3/ﾄ 112489422

５０歳から結婚してみませんか？ スローマリッジ取材班 367.4/ｽ 112489489

虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか 石井  光太 368.7/ｲ 112489349

椅子に座ってできるシニアの１，２分間筋トレ体操５５ 斎藤  道雄 369.2/ｻ 112489216

シニアのための防災手帖 三平  洵∥監修 369.3/ｼ 112489604

こうすれば、学校は変わる！ 妹尾  昌俊 374 /ｾ 112489638

  「忙しいのは当たり前」への挑戦 学校の働き方改革の教科書

日米地位協定 在日米軍と「同盟」の７０年 山本  章子 395.3/ﾔ 112489380

牙 アフリカゾウの「密猟組織」を追って 三浦  英之 489.7/ﾐ 112489554

今すぐ始めるアルコール依存症治療 樋口  進 493.15/ﾋ 112489695

大腸がんと告知されたときに読む本 加藤  隆佑 493.46/ｶ 112489448

医者が教える「がん」にならない３０の習慣 近藤  誠 494.5/ｺ 112489372

ひとりぶんのスパイスカレー 印度カリー子 596 /ｲ 112489729

スポ飯 世界で戦うアスリートを目ざす子どもたちに 橋本  玲子 596.4/ﾊ 112489182

お客が殺到する飲食店の始め方と運営 ’１９～’２０年版 入江  直之 673.9/ｲ 112489703

売上を、減らそう。 たどりついたのは業績至上主義からの解放 中村  朱美 673.9/ﾅ 112489463

フリークス 秘められた自己の神話とイメージ レスリー ・ フィードラー 704 /ﾌ 112489752

瀬戸内国際芸術祭２０１９公式ガイドブック 北川  フラム∥監修 706.9/ｾ 112489745

    アートのある島々を、ゆっくりめぐろう

自由ネコ 岩合  光昭 748 /ｲ 112489794

内田篤人 悲痛と希望の３１４４日 了戒  美子 783.4/ｳ 112490230

少年サッカー  ケガ防止マニュアル 体づくりで差がつく５０のコツ 金子  憲一∥監修 783.4/ｼ 112490362

ゴールキーパー「超」専門講座 プロが実行するＧＫの基本と応用 松永  成立 783.4/ﾏ 112490305

束ねる力 新時代のリーダー・サッカー日本代表監督森保一 寺田  弘幸 783.4/ﾓ 112490057

間接護身入門 本当に大事なものを護りたい人が知っておくべきこと 葛西  眞彦 789.9/ｶ 112489497

極北圏のあやとり 極寒の中から生まれた文化遺産 野口  とも 798 /ﾉ 112490438

アジア・アフリカ・ヨーロッパのあやとり 世界に広がるあやとりの輪 野口  とも 798 /ﾉ 112490446

はじめての読書感想文 親子の対話ですいすい書ける！ 藤田  利江 816 /ﾌ 112490396

本当の翻訳の話をしよう 村上  春樹 904 /ﾑ 112489547

怪物のトリセツ ドラキュラのロンドン、ハリー・ポッターのイギリス 坂田  薫子 930.2/ｻ 112489737

キュー 上田  岳弘 F /ｳｴ 112490156

緋の河 桜木  紫乃 F /ｻｸ 112490107

美しき愚かものたちのタブロー 原田  マハ F /ﾊﾗ 112489992

キャバレー ビートたけし F /ﾋﾞﾄ 112489976

舌戦 百万石の留守居役 １３ 上田  秀人 BF/ｳｴ/13 112489836

ヒッキーヒッキーシェイク 津原  泰水 BF /ﾂﾊ 112489877

小説  きみと、波にのれたら 豊田  美加 BF /ﾄﾖ 112489281

最後の晩ごはん 秘された花とシフォンケーキ 〔１２〕 椹野  道流 BF/ﾌｼ/12 112489299

●新着資料リスト●

   営業わずか３時間半／どんなに売れても１００食限定／飲食店でも残業ゼロ



〈ティーンズ〉
　

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ S916 /ﾌﾞ 112490164

    The Real British Secondary School Days

りんごがひとつ Ｏｎｅ  Ａｐｐｌｅ ふくだ  すぐる  E /ﾌ / 120485271

あしにょきにょき Ｔｈｅ  Ｅｖｅｒ‐Ｇｒｏｗｉｎｇ  Ｌｅｇ 深見  春夫  E /ﾌ / 120485263

〈児童〉
　

Ｗｈｙ？まいにちの科学 パピルス 40 /ﾊﾟ 120485230

ポケモン空想科学読本 ４ 柳田  理科雄 40 /ﾔ/4 120485164

ダーウィンの「種の起源」 はじめての進化論 サビーナ ・ ラデヴァ 46 /ﾗ 120485131

ファーブル先生の昆虫教室 昆虫研究の楽しさ ２ 奥本  大三郎 48 /ｵ/2 120485065

ファーブル先生の昆虫教室 小さいからこそ生きのこる ３ 奥本  大三郎 48 /ｵ/3 120485073

鳥はなぜ鳴く？ホーホケキョの科学 松田  道生 48 /ﾏ 120484647

Ｗｈｙ？マジックの科学 パピルス 77 /ﾊﾟ 120485255

サッカーの仕事 イケウチ  リリー 78 /ｲ 120485206

Ｗｈｙ？サバイバルの科学 パピルス 78 /ﾁ 120485248

火星のカレー 宇宙人たちのひみつ 斉藤  洋 91 /ｻ 120485180

かみさまのおはなし 藤田  ミツ∥原作 91 /ﾌ 120485198

オニのサラリーマン  じごくの盆やすみ 大島  妙子 E /ｵ 120485354

まよなかのせおよぎ 近藤  未奈 E /ｺ 120485321

ながーいはなでなにするの？ 齋藤  槙 E /ｻ 120484803

こんどはなにはこんでるの？ スズキ  サトル E /ｽ 120484480

どっちからよんでも にわとりとわに 高畠  純 E /ﾀ 120485362

だーれだ？ ヒド ・ ファン ・ ヘネヒテン E /ﾍ 120485057

いまぼくはここにいる きょうりゅうのサン 星野  イクミ E /ﾎ 120485347

タコやん 南  伸坊 E /ﾐ 120485339

ぞうさんうんちしょうてんがい 村上  康成 E /ﾑ 120485388

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



あたらしく購入した本　 （８/１７～ ８/２３） 2019年 8月24日作成

◇中央図書館

〈一般〉

新聞という病 門田  隆将  070.2 /ｶ / 112489950

「今、ここ」にある幸福 岸見  一郎  159 /ｷ / 112490024

突破力 無理なく限界を突破するための心理学 ＤａｉＧｏ  159 /ﾀﾞ / 112490149

先輩に可愛がられ、同僚に疎まれず、 関下  昌代  159.6 /ｾ /ﾋﾞｼﾞﾈｽ 112490248

　　後輩に慕われる女子になる 職場で幸せになる４５のコツ

無礼な人にＮＯと言う４４のレッスン チョン  ムンジョン  159.6 /ﾁ / 112490172

ボスニア・ヘルツェゴヴィナを知るための６０章 柴  宜弘∥編著  302.3 /ﾎﾞ / 112490255

偽装、捏造、安倍晋三 新・佐高信の筆刀両断 佐高  信  304 /ｻ / 112490123

上級国民／下級国民 橘  玲  304 /ﾀ / 112504840

フィンテック 大平  公一郎  338 /ｵ / 112490388

労働法の基本がわかる やさしく解説 〔２０１９〕改訂１２版 佐々木  力  366.1 /ｻ /ﾐｽﾞ 112490370

オジサンはなぜカン違いするのか 香山  リカ  367.5 /ｶ / 112489919

池の水ぜんぶ“は”抜くな！ 外来種はみんなワルモノなのか 池田  清彦∥監修  462.1 /ｲ / 112490313

糸を出すすごい虫たち 大﨑  茂芳  486.1 /ｵ / 112489927

ゴリラの森、言葉の海 山極  寿一  489.9 /ﾔ / 112490321

もう通勤電車で下痢にならない！ 松生  恒夫  493.46 /ﾏ / 112490222

　　 すべてのお腹弱い系を救う４０の方法

水道民営化で水はどうなるのか 橋本  淳司  518.1 /ﾊ / 112490347

月へ 人類史上最大の冒険 アポロ１１号月着陸５０周年記念 ロッド  パイル  538.9 /ﾊﾟ / 112490479

これ一冊ではじめる！日曜大工 最新版 山田  芳照  592.7 /ﾔ / 112490412

たま卵ごはん おひとりぶん簡単レシピ 杏耶  596.3 /ｱ /ｵﾚ 112490354

衰退産業でも稼げます 「代替わりイノベーション」のセオリー 藻谷  ゆかり  602.1 /ﾓ / 112490040

平安ガールフレンズ 酒井  順子  910.2 /ｻ / 112490073

アタラクシア 金原  ひとみ  F /ｶﾈ / 112489430

傲慢と善良 辻村  深月  F /ﾂｼﾞ / 112486543

ウィーアーリトルゾンビーズ 長久  允  F /ﾅｶﾞ / 112490081

いかれころ 三国  美千子  F /ﾐｸ / 112490198

ジャンヌ・ダルク 超異端の聖女 竹下  節子 B 289 /ﾀﾞ / 112489802

外来種は本当に悪者か？ 新しい野生 THE NEW WILD フレッド  ピアス B 468 /ﾋﾟ / 112489810

海岸文庫ちどり通信 はなれの管理人 河合  二湖 B F /ｶﾜ / 112504782

〈ティーンズ〉
　

ぼくの鳥あげる 佐野  洋子 S F /ｻﾉ / 112490404

〈児童〉
　

自由への道 池田  まき子  28 /ﾀ / 120485172

　　 奴隷解放に命をかけた黒人女性ハリエット・タブマンの物語

それでもがんばる！どんまいな犬と猫図鑑 今泉  忠明∥監修  64 /ｿ / 120485214

学校に行けない私たち 神山  歩  91 /ｶ / 120485156

たぬきのひみつ 加藤  休ミ  E /ｶ / 120485313

だっぴ！ 北村  直子  E /ｷ / 120485297

ふたごだよ 竹内  通雅  E /ﾀ / 120485370

そらまめくん  こんにちは なかや  みわ  E /ﾅ / 120485289

くまくんのうんどうかい？ 武田  美穂  C / / 120485396

●新着資料リスト●

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



あたらしく購入した本　 （８/２４～ ８/３０） 2019年 8月31日作成

◇中央図書館

〈一般〉

まなの本棚 芦田  愛菜 019.9/ｱ 112490131

ファクトチェック最前線 立岩  陽一郎 070.1/ﾀ 112490719

  フェイクニュースに翻弄されない社会を目指して

報道事変 なぜこの国では自由に質問できなくなったか 南  彰 070.1/ﾐ 112490560

キレる！ 脳科学から見た「メカニズム」「対処法」「活用術」 中野  信子 141.6/ﾅ 112489943

「ひとりで頑張る自分」を休ませる本 大嶋  信頼 146.8/ｵ 112490693

まんが『ブラック・ジャック』に学ぶ自分を貫く働き方 手塚  治虫 159.4/ﾃ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 112490297

前方後円墳 巨大古墳はなぜ造られたか 210.3/ｾﾞ 112490776

令和を生きる 平成の失敗を越えて 半藤  一利 他 210.7/ﾊ 112490545

女たちのテロル ブレイディみかこ 280.4/ﾌﾞ 112490065

明智光秀・秀満 ときハ今あめが下しる五月哉 小和田  哲男 289.1/ｱ 112490651

ロシアを知る。 池上  彰　他 302.3/ｲ 112490826

おんなたちは鬼になる 消費者運動、原発、平和 富山  洋子　他 304/ﾄ 112490883

ＳＰＩ３＆テストセンター出るとこだけ！完全対策　 就活ネットワーク∥編 307.8/ｴ/ｱｶ 112490859

  ２０２１年度版

最新最強のＳＰＩクリア問題集 ’２１年版 307.8/ｻ/ｱｶ 112490867

真実の終わり ミチコ  カクタニ 311.7/ｶ 112490214

ウイグル人に何が起きているのか 民族迫害の起源と現在 福島  香織 316.8/ﾌ 112490552

内閣情報調査室 公安警察、公安調査庁との三つ巴の闘い 今井  良 317.2/ｲ 112490578

絶対に人に見せてはいけない日野市の職員手帳 日野の魅力発見職員プロジェクトチーム 318/ﾋ 112490289

「いいね！」戦争 兵器化するソーシャルメディア Ｐ  Ｗ  シンガー 319/ｼ 112490669

１０年後のＧＡＦＡを探せ 世界を変える１００社 日経ビジネス∥編 335/ｼﾞ 112490685

ベンチャー起業とエンジェルの精神 八幡  惠介 335/ﾔ 210153730

僕が夫に出会うまで 七崎  良輔 367.9/ﾅ 112490784

安全な介護に役立つよくわかる拘縮ケア 佐々木  静枝∥監修 369.2/ｱ 112490933

カン太とはる 山本  晴子 645.7/ﾔ 112490461

パソコンで描く『絵』の描き方 堀内  辰男 727/ﾎ 112490453

ワンダーブック 図解奇想小説創作全書 ジェフ  ヴァンダミア 901.3/ﾊﾞ 112490420

芥川賞ぜんぶ読む 菊池  良 910.2/ｷ 112490032

夜と霧の明け渡る日に 未発表書簡、草稿、講演 ヴィクトール  Ｅ  フランクル 946/ﾌ 112490644

ＩＱ ２ ジョー  イデ B933/ｲ/2 112490495

鑓騒ぎ（やりさわぎ） 新・酔いどれ小籐次 １５ 佐伯  泰英 BF/ｻｴ/15 112504501

凍結捜査 堂場  瞬一 BF/ﾄﾞｳ 112490487

それでもデミアンは一人なのか？ 森  博嗣 BF/ﾓﾘ 112490537

戦神（いくさがみ） 赤神  諒 F/ｱｶ 112490743

渦 妹背山婦女庭訓魂結び 大島  真寿美 F/ｵｵ 112490727

カリスマｖｓ．溝鼠　悪の頂上対決 新堂  冬樹 F/ｼﾝ 112490792

ひよこ太陽 田中  慎弥 F/ﾀﾅ 112490099

119 長岡  弘樹 F/ﾅｶﾞ 112490818

希望の糸 東野  圭吾 F/ﾋｶﾞ 112490750

ハッピーアワーは終わらない かがやき荘西荻探偵局 東川  篤哉 F/ﾋｶﾞ/2 112490701

児玉源太郎 長南  政義 Y289/ｺ 112490628

〈児童〉
　

どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井  光太 15/ｲ 120485222

ドラゴンのお医者さん パトリシア  バルデス 28/ﾌﾟ 120484738

  ジョーン・プロクター  は虫類を愛した女性

あの子の発達障害がわかる本 37/ｱ/1 120485610

  自閉スペクトラム症ＡＳＤのおともだち １

あの子の発達障害がわかる本 37/ｱ/2 120485628

  学習障害ＬＤのおともだち ２

あの子の発達障害がわかる本 37/ｱ/3 120485636

  注意欠如・多動症ＡＤＨＤのおともだち ３

あの子の発達障害がわかる本 37/ｱ/4 120485107

  吃音・チック・トゥレット症候群のおともだち ４

もぐ★もぐ自由研究＆クラフト小学生 40/ﾓ 120485578

  レポートらくらく おかし作りで実験！

●新着資料リスト●



ちいさなハンター  ハエトリグモ 坂本  昇久 48/ｻ 120485552

奄美の森でカエルがないた 松橋  利光 48/ﾏ 120484944

かいけつゾロリ  うちゅう大さくせん 原  ゆたか 91/ﾊ 120485438

あららのはたけ 村中  李衣 91/ﾑ 120485446

こくん 石川  えりこ E/ｲ 120485537

チコちゃんに叱られる ごちそうさまってなに？ 〔２〕 オオシカ  ケンイチ E/ｵ 120485545

恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス 黒川  みつひろ E/ｸ 120485529

  きけんなてきとたたかうまき

〈高千帆分館〉
　

幸せを引き寄せる願かけごはん 愛新覚羅  ゆうはん 148.4/ｱ 310164447

  神さまに愛される幸せレシピ３０

さよならの儀式 宮部  みゆき F/ﾐﾔ 310153333

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



あたらしく購入した本　 （８/３１～ ９/６） 2019年 9月7日作成

◇中央図書館

〈一般〉

図書館のための簡単な本の修理 高岡  容子∥原案  監修 014.6/ﾀ 112491972
子どもの本のもつ力 世界と出会える６０冊 清水  真砂子 019.5/ｼ 112491691
ひとりでよめたよ！ 阪国際児童文学振興財団∥編 019.5/ﾋ 112491808
  幼年文学おすすめブックガイド２００
「カルト」はすぐ隣に 江川  紹子 169.1/ｴ 112491196
  オウムに引き寄せられた若者たち
はじめての大拙 鈴木  大拙 188/ｽ 112505235
  鈴木大拙  自然のままに生きていく一〇八の言葉
年表  昭和・平成史 １９２６－２０１９ 中村  政則　他 210.7/ﾈ 112491923
事典日本の年号 小倉  慈司 210/ｵ 112491519
やってはいけない！老後の資産運用 岩城  みずほ 338.1/ｲ 112491436
  ダマされないための究極のコツ
人生１００年時代！一番やさしい失敗しない投資入門 矢久  仁史 338.1/ﾔ 112491709
女に生まれてモヤってる！ ジェーン  スー　他 367.2/ｼﾞ 112491600
   本当は「自分らしく」いたいだけなのに
マンガ  老後の資金について調べたら伝えたくなったこと！ あべ  かよこ 367.7/ｱ 112505656
２０００万円もってないオレたちはどう生きるか ６０歳からのリアル 岡  久　他 367.7/ｵ 112490842
５０歳を過ぎたらやってはいけないお金の話 山中  伸枝 367.7/ﾔ 112491717
セルフネグレクトと父親 石川  瞭子∥編著 369.4/ｾ 112490834
  虐待と自己放棄のはざまで
ＮＨＫガッテン！フレイル予防で、一生歩ける！ ＮＨＫ科学  環境番組部　他∥編 498.3/ｴ 112490909
  介護いらずの若返りワザ
あらゆる不調をなくす毒消し食 小垣  佑一郎 498.58/ｵ 112491238
自動運転の幻想 上岡  直見 537.8/ｶ 112490800
一番売れてる月刊マネー雑誌ＺＡｉが作った老後のおかねの教科書 ダイヤモンド  ザイ編集部∥編 591/ｲ 112491998
  準備は、できてる？
「定年後」の“お金の不安”をなくす 大江  英樹 591/ｵ 112490610
  貯金がなくても安心老後をすごす方法
荻原博子の貯まる家計 荻原  博子 591/ｵ 112505649
５０歳から始める！老後のお金の不安がなくなる本 竹川  美奈子 591/ﾀ 112491675
５０代からの老後のお金のつくり 深田  晶恵 591/ﾌ 112491642
  まだ間に合う！
チコっと冒険 ＣＨＩＣＯ 699.6/ﾁ/1 112492020
  チコちゃんに叱られる！ビジュアルファンブック Ｆｉｒｓｔ
チコっと冒険 ＣＨＩＣＯ 699.6/ﾁ/2 112492038
  チコちゃんに叱られる！ビジュアルファンブック ２
かこさとしの世界 かこさとしの世界プロジェクトチーム 他∥執筆 726.6/ｶ 112491907
ショーン・タンの世界 ショーン  タン 726/ﾀ 112490925
  どこでもないどこかへ
新理系の人々 未来を変える！テクノロジー最前線 よしたに 726/ﾖ 112491964
まあまあふうふう。 八千草  薫 772.1/ﾔ 112491956
ランニング 復刻新装版 金栗  四三 782.3/ｶ 112491626
はじめて学ぶ茶の湯〈裏千家茶道〉 阿部  宗正∥指導 791/ﾊ 112492061
部活でスキルアップ！ダンス上達バイブル のりんご☆∥監修 799/ﾌﾞ 112491758
橋本治 追悼総特集 橋本治とは何だったのか？ 910.2/ﾊ 112490875
河野裕子 息子が読み解く「河野裕子」５０首 永田  淳 911.1/ｶ 112490677
ことば漬 松岡  正剛 B019/ﾏ 112490966
デモクラシーか資本主義か 危機のなかのヨーロッパ Ｊ．ハーバーマス B361/ﾊ 112490958
ディック・ブルーナ ミッフィーと歩いた６０年 森本  俊司 B726/ﾌﾞ 112491048
京都伏見のあやかし甘味帖 紫陽花ゆれて、夢の跡 〔４〕 柏  てん BF/ｶｼ/4 112489828
ジョン万次郎の失くしもの 浮世奉行と三悪人 田中  啓文 BF/ﾀﾅ 112491055

●新着資料リスト●



無人の稲田（ぶにんのいなだ） おれは一万石 １０ 千野  隆司 BF/ﾁﾉ/10 112505375
贋作の謀 おれは一万石 ９ 千野  隆司 BF/ﾁﾉ/9 112505367
そりゃないよ よろず相談屋繁盛記 野口  卓 BF/ﾉｸﾞ/3 112491030
ノーサイド・ゲーム 池井戸  潤 F/ｲｹ 112491451
亥子ころころ（いのこころころ） まるまるの毬 西條  奈加 F/ｻｲ 112491543

〈ティーンズ〉
　

ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） ４ 七月  隆文 SBF/ﾅﾅ/4 112490503

〈児童〉
　

お金のことがよくわかる事典 知っておきたい価値・しくみ・使い方 岡本  和久∥監修 33/ｵ 120485495
じぶんでよめるきょうりゅうずかん 対象年齢３～６歳 成美堂出版編集部∥編著 45/ｼﾞ 120485479
  むかしのいきもの１２４しゅるい！
ＮＨＫダーウィンが来た！昆虫スゴすぎクイズ図鑑 ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ∥編 48/ｴ 120485412
海の生きものつかまえたらどうする？ 杉本  幹 48/ｽ 120485784
小学生のためのショートショート教室 高井  信 90/ﾀ 120374319
プログラミングガールズ！ ルーシー ステイシア  ドイツ 93/ﾄﾞ 120485701
  なぞのメッセージを追え １
ばしょうさんとかっぱ らくごえほん 桂  文我 E/ｲ 120485586
火 あやかし 飯野  和好 E/ｲ 120485842
なっちゃんのなつ 片山  健 E/ｶ 120374509
ヒキガエルがいく パク  ジォンチェ E/ﾊﾟ 120485859
つるつるプール えぐち  よしこ E/ﾌ 120485826
でんしゃにんじゃ 藤本  ともひこ E/ﾌ 120485917
ちいさなひこうきのたび みねお  みつ E/ﾐ 120374491
ころべばいいのに ヨシタケ  シンスケ E/ﾖ 120485891
つき ちきゅうのいちばんのともだち スティービー  ルイス E/ﾙ 120485867

〈赤崎分館〉
　

薬も過ぎれば毒となる 塔山  郁 BF/ﾄｳ 210153748
  薬剤師・毒島花織の名推理（ぶすじまかおりのめいすいり）

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



あたらしく購入した本　 （９/７～ ９/１３） 2019年 9月14日作成

◇中央図書館

〈一般〉

答えは本の中に隠れている 019.5/ｺ 112491253

探究活動・課題研究のために 中高生のためのブックガイド 佐藤  理絵∥監修 028 /ﾀ 112491824

喪失学 「ロス後」をどう生きるか？ 坂口  幸弘 141.6/ｻ 112491170

心。 人生を意のままにする力 稲盛  和夫 159 /ｲ 112491592

最高の働き方 理想の人生は「脱サラ」の先にある 金川  顕教 159 /ｶ 112505284

昭和・平成現代史年表 １９２３年－２０１９年 増補完全版 神田  文人∥編 210.7/ｼ 112491949

上高地ハイキング案内 上高地・明神・徳沢・横尾・涸沢を歩く 291.5/ｶ 112491865

政治を選ぶ力 橋下  徹 312.1/ﾊ 112491188

国家公務員の仕事図鑑 公務員試験予備校ＥＹＥ∥編 317.3/ｺ 112491931

北朝鮮外交秘録 三階書記室の暗号 太  永浩 319.2/ﾃ 112491683

上司が萎縮しないパワハラ対策 パワハラ新法への上手な対応 加藤  貴之 336.4/ｶ 112491428

大学の学部・学科が一番よくわかる本 入試改革対応版 四谷学院進学指導部∥編著 376.8/ﾀﾞ 112491766

クマムシ調査隊、南極を行く！ 鈴木  忠 483.9/ｽ 112491212

アレルギーっ子のごはんとおやつ 主婦の友社∥編 493.93/ｱ 112492079

   卵なし牛乳なし小麦粉なしでも、家族でいっしょの工夫がいっぱい

後悔のない前立腺がん治療 再発、尿もれ、ＥＤを避けるために 藤野  邦夫 494.96/ﾌ 112491527

在宅医療のすすめ 超高齢社会に向けた提言 山本  五十年 498 /ﾔ 112506001

女医問題ぶった斬り！ 女性減点入試の真犯人 筒井  冨美 498.14/ﾂ 112491113

眠トレ！ ぐっすり眠ってすっきり目覚める６６の新習慣 三橋  美穂 498.36/ﾐ 112491337

３つのアポロ 月面着陸を実現させた人びと 的川  泰宣 538.9/ﾏ 112491659

貯まる女子の毎日の習慣 ムダなお金をかけずに幸せに暮らす 日経ＷＯＭＡＮ編集部∥編 591 /ﾀ 112491816

公式ガイド＆レシピ  きのう何食べた？ シロさんの簡単レシピ 講談社∥編 596 /ｺ 112490891

はじめてのテント山行 登る＆泊まる徹底サポートＢＯＯＫ 栗山  祐哉∥監修 786.1/ﾊ 112491725

天皇・親王の歌 和歌という形でつづる天皇のことば ０７７ 盛田  帝子 911.1/ﾃ 112491667

季語を知る 片山  由美子 911.3/ｶ 112491634

女の偏差値 林  真理子 914.6/ﾊ 112491618

世界を救う１００歳老人 ヨナス=ヨナソン 949 /ﾖ 112491402

私のことならほっといて 田中  兆子 F /ﾀﾅ 112491493

黄色い実 紅雲町珈琲屋こよみ ７ 吉永  南央 F /ﾖｼ 112488648

お茶の時間 益田  ミリ B 726 /ﾏ 112491022

私の胸は小さすぎる 恋愛詩ベスト９６ 谷川  俊太郎 B 911 /ﾀ 112490990

●新着資料リスト●

岩波ジュニア新書編集部∥編



〈ティーンズ〉
　

小説  天気の子 新海  誠 SBF /ｼﾝ 112492103

〈児童〉
　

３分後にゾッとする話 立入禁止区域 怖い話研究会 14 /ｻ 120485693

父さんはどうしてヒトラーに投票したの？ ディディエ=デニンクス 23 /ﾃﾞ 120485909

おしごと年鑑 みつけよう、なりたい自分 朝日新聞社∥編 36 /ｵ 120485461

世界を変えた１００の科学者 ダーウィンからホーキングまで アンドレア=ミルズ 40 /ﾐ 120485800

くらべてわかる！ほんとのおおきさ動物図鑑 リタ=マベル=スキアーヴォ 48 /ｽ 120485933

よくわかる情報通信 歴史から通信のしくみ、ＩｏＴまで 高作  義明 54 /ﾀ 120485818

飛行機のサバイバル 生き残り作戦 １ ゴムドリｃｏ． 68 /ｺﾞ 120485719

つながる 長倉  洋海 74 /ﾅ 120485883

タコのターくん  うみをでる 内田  麟太郎 91 /ｳ 120485404

森のあかちゃん ルチア=スクデーリ E /ｽ 120485875

きょうは泣き虫 たけがみ  たえ E /ﾀ 120485560

るすばんかいぎ 浜田  桂子 E /ﾊ 120485834

みらいのえんそく ジョン=ヘア E /ﾍ 120485602

しずかなみずうみ 山﨑  優子 E /ﾔ 120485594

〈高千帆分館〉
　

あきない世傳  金と銀 碧流篇 ７ 髙田  郁 BF/ﾀｶ/7 310153341

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



あたらしく購入した本　 （９/１４～ ９/２０） 2019年 9月21日作成

◇中央図書館

〈一般〉

米中ハイテク覇権のゆくえ ＮＨＫスペシャル取材班 007.3/ｴ 112491147

あなたの人生を劇的に変える波動学入門 棟方  興起 147/ﾑ 112492244

デキる人はゲンを担ぐ 立川  談慶 159/ﾀ 112491378

天正１０年の史料だけが証す本能寺の変の真実 斎藤  忠 210.4/ｻ 112492194

アインシュタインの旅行日記 日本・パレスチナ・スペイン アルバート アインシュタイン 289.3/ｱ 112491584

幻島図鑑 不思議な島の物語 清水  浩史 291/ｼ 112492533

すぐに役立つ財産管理〈信託・成年後見・遺言〉の法律知識と活用法 松岡  慶子∥監修 324.8/ｽ 112491790

スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本 小宮  紳一 338/ｺ 112491857

  キャッシュレス時代の中小店の指南書

気づけない毒親 高橋  リエ 367.3/ﾀ 112491352

止まった刻（とき） 検証・大川小事故 河北新報社報道部 369.3/ｶ 112491394

３歳からできるお片づけ習慣 伊東  裕美 379.9/ｲ 112492517

  魔法の声かけで子どもが自分で動きだす！

怒らずのばす育て方 イラストでわかる 篠  真希 379.9/ｼ 112492046

ジュニア数学オリンピック ２０１５－２０１９ 数学オリンピック財団 410/ｼﾞ/19 112491840

星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 大野  裕明 他 442.3/ｵ 112491915

  月、星、惑星、星雲・星団、見たい天体の見方がわかる

重ね地図でわかる！日本列島のしくみ見るだけノート 鎌田  浩毅∥監修 450/ｶ 112492509

新説恐竜学 平山  廉 457.8/ﾋ 112491774

恐竜博士のめまぐるしくも愉快な日常 真鍋  真 457.8/ﾏ 112492301

うつと発達障害 最新医学からの検証 岩波  明 493.76/ｲ 112491105

認知症予防におすすめ図書館利用術 『調べる力』で脳を活性化 ３ 498.39/ﾕ/3 112491873

糖質オフの満足弁当で夫婦ともに３か月で１０キロヤセました ゆきりち。 498.58/ﾕ 112491733

事例で学ぶビオトープづくりの心と技 日本ビオトープ協会∥編 519.8/ｼﾞ 112492095

  人と自然がともに生きる場所

かんたんかわいいたのしいケーキポップス 桔梗  有香子 596/ｷ/ﾋﾟﾝ 112491782

ハツ江おばあちゃんの定番おかず 高木  ハツ江 596/ﾀ/ｵﾚ 112492012

うちの香草  育てる食べる 大田垣  晴子 617.6/ｵ 112491741

  薬味とハーブ１８種

備中松山城猫城主さんじゅーろー 西松  宏 645.7/ﾆ 210153763

ラグビーの世界史 楕円球をめぐる二百年 トニー  コリンズ 783.4/ｺ 112492582

完全焚火マニュアル 786.3/ｶ 112492632

  野外で生きるための根本技法を学ぶ

はじめてのスケートボード Ｈ．Ｌ．Ｎ．Ａ∥監修 786.8/ﾊ 112492590

東大ナゾトレ 東京大学謎解き制作集団 798/ﾄ/10 112492285

  東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状 第１０巻   ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ

寺山修司 総特集 いまこそ、新たな読者のために 増補新版 910.2/ﾃ 112491881

シルバー川柳 ９ 全国有料老人ホーム協会　他∥編 911.4/ｼ/9 112506019

じじばばのるつぼ 群  ようこ 914.6/ﾑ 112492343

三体 劉  慈欣 923.7/ﾘ 112492467

育休刑事（デカ） 似鳥  鶏 F/ﾆﾀ 112490115

ランチ酒 おかわり日和 〔２〕 原田  ひ香 F/ﾊﾗ/2 112491576

●新着資料リスト●



ラッコの家 古川  真人 F/ﾌﾙ 112492491

ジョン・マン  [７] 邂逅編 山本  一力 F/ﾔﾏ 112492368

五つ数えれば三日月が 李  琴峰 F/ﾘ 112492459

〈ティーンズ〉
　

セミ ショーン  タン S726/ﾀ 112492657

１分音読「万葉集」 齋藤  孝 S911/ｻ 112492525

響け！ユーフォニアム 武田  綾乃 SBF/ﾀｹ 112492111

  北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章 後編

あやかしお宿に帰りましょう。 かくりよの宿飯 １０ 友麻  碧 SBF/ﾕｳ/10 112492145

ガラスの城壁 神永  学 SF/ｶﾐ 112491501

〈児童〉
　

ちびまる子ちゃんの時間の使いかた さくら  ももこ∥キャラクター原作 15/ｻ 120486006

  ダラダラ生活におさらば！

エリザベス女王一世 水井  万里子∥監修 28/ｴ 120485990

  イギリスを大国に導いた女王

警察官の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 31/ｹ 120485735

ＮＨＫ子ども科学電話相談おもしろギモン大集合！！ ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班 40/ｴ 120485750

ブリタニカ科学まんが図鑑  北極と南極 未知の世界を冒険しよう！ 国立極地研究所∥監修 40/ﾌﾞ 120485727

タイムマシンって実現できる？ 二間瀬  敏史∥監修 42/ﾀ 120485420

  理系脳をきたえる！はじめての相対性理論と量子論

あやしい植物図鑑 菅原  久夫∥監修 47/ｱ 120485776

  だれかに話したくなる

生きているシーラカンスに会いたい！ 岩田  雅光 48/ｲ 120485677

現代用語の基礎知識 現代用語検定協会∥監修 81/ｹﾞ/19 120486014

  学習版 ２０１９－２０２０

１００年ハチミツのあべこべ魔法 あんびる  やすこ 91/ｱ 120486048

ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉  幸子 91/ｶ 120485503

ぼくらの地下迷路 宗田  理 91/ｿ 120485941

おしっこもらスター 田中  六大 91/ﾀ 120486063

はじめての万葉集 上 萩原  昌好∥編 91/ﾊ/ｷ 120486089

はじめての万葉集 下 萩原  昌好∥編 91/ﾊ/ｷ 120486097

世にも奇妙なストーリー 呪いの螺旋 岩城  裕明　ほか 91/ﾖ/ 120485453

へんしんバス あきやま  ただし E/ｱ 120486162

海ガラスの夏 バグラム  イバトゥーリン E/ｲ 120486204

このほんよんでくれ！ ミカエル  ドゥリュリュー E/ﾄﾞ 120486212

１０ぴきのおばけのたんじょうび にしかわ  おさむ E/ﾆ 120486196

〈赤崎分館〉
　

看取り犬・文福の奇跡 若山  三千彦 369.2/ﾜ 210153755
  心が温かくなる１５の掌編

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



あたらしく購入した本　 （９/２１～ ９/２７） 2019年 9月28日作成

◇中央図書館

〈一般〉

アレクサｖｓシリ ボイスコンピューティングの未来 ジェイムズ  ブラホス 007.1/ﾌﾞ 112492418

「超」ＡＩ整理法 無限にためて瞬時に引き出す 野口  悠紀雄 007.5/ﾉ 112492376

なぜ本を踏んではいけないのか 人格読書法のすすめ 齋藤  孝 019.1/ｻ 112493259

“ＹＥＳ”新・受け入れの法則 山川  紘矢 147 /ｲ 112492921

心が折れそうなとき、そっととなえる魔法の言葉 植西  聰 159 /ｳ 112492186

はい！こちら子ども記者相談室デス！ かめおか子ども新聞 159 /ｶ 112492335

ペリリュー玉砕 南洋のサムライ・中川州男の戦い 早坂  隆 210.7/ﾊ 112492160

平成史全記録 Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ  １９８９－２０１９

210.7/ﾍ 112492640

刑事弁護人 亀石  倫子 327.6/ｶ 112491204

日本のマクロ経済政策 未熟な民主政治の帰結 熊倉  正修 332.1/ｸ 112491121

さりげないけど喜ばれるはたらく女子の気づかいレッスン 能町  光香 336.4/ﾉ 112492327

世界で一番カンタンな投資とお金の話 村上  世彰 338.1/ﾑ 112492400

    生涯投資家ｖｓ生涯漫画家

呪いの言葉の解きかた 上西  充子 361.4/ｳ 112491386

よかれと思ってやったのに 男たちの「失敗学」入門 清田  隆之 367.5/ｷ 112492350

ひとりでも最後まで自宅で 森  清 367.7/ﾓ 112506803

ルポ  教育困難校 朝比奈  なを 376.4/ｱ 112491154

これでわかる学習障がい 小池  敏英∥監修 378 /ｺ 112492541

検診で見つかるがんの８割は良性がんである 渡辺  泱 491.6/ﾜ 112492319

     過剰診断時代の予防がん学

調子いい！がずっとつづくカラダの使い方 仲野  孝明 498.3/ﾅ 112492558

寝たきりからのリハビリウォーク 在宅医療・介護 岡本  勉 498.35/ｵ 112506811

タピオカミルクティー  フルーツティードリンク 片倉  康博 596 /ｶ 112493531

トマト・ブック 坂田  阿希子 596 /ｻ 112493515

清潔な暮らしは１枚のタオルからはじまる 新津  春子 597.9/ﾆ 112493267

    年をかさねてしあわせになる手帖

交通誘導員ヨレヨレ日記 柏  耕一 673.9/ｶ 112493119

    当年７３歳、本日も炎天下、朝っぱらから現場に立ちます

日航１２３便墜落の波紋 そして法廷へ 青山  透子 687.7/ｱ 112493085

これでも公共放送かＮＨＫ！ 小山  和伸 699.2/ｵ 112493200

    君たちに受信料徴収の資格などない

大家さんと僕  これから 矢部  太郎 726 /ﾔ 112493358

「大家さんと僕」と僕 矢部  太郎 726 /ﾔ 112492574

初心者のためのキーボード講座 〔２０１９〕 自由現代社編集部∥編著 763.9/ｼ 112493317

で、オリンピックやめませんか？ 天野  恵一∥編 780.6/ﾃﾞ 112493242

るるぶ  ラグビー日本代表

783.4/ﾙ 112493549

寂聴先生、ありがとう。 瀬尾  まなほ 914.6/ｾ 112492889

     秘書の私が先生のそばで学んだこと、感じたこと

純子 赤松  利市 F /ｱｶ 112493226

アンサーゲーム 五十嵐  貴久 F /ｲｶﾞ 112486519

日本ラグビーフットボール協会∥監修

●新着資料リスト●
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クジラアタマの王様 伊坂  幸太郎 F /ｲｻ 112492251

ライフ 小野寺  史宜 F /ｵﾉ 112493010

夏物語 川上  未映子 F /ｶﾜ 112492269

へぼ侍 坂上  泉 F /ｻｶ 112492996

夢見る帝国図書館 中島  京子 F /ﾅｶ 112488135

夏の騎士 百田  尚樹 F /ﾋﾔ 112493093

人口論 マルサス B331 /ﾏ 112492707

指だけヨガ 全身ポーズと同じ効果！！ 深堀  真由美 B498.34/ﾌ 112492673

永遠に解けないパズル 市川  拓司 BF /ｲﾁ 112492749

ＮＨＫ国際放送が選んだ日本の名作 朝井  リョウ BF /ｴﾇ 112492715

高校事変 ２ 松岡  圭祐 BF /ﾏﾂ/2 112492756

〈ティーンズ〉

いつか、眠りにつく日 いぬじゅん SBF/ｲﾇ/1 112490974

いつか、眠りにつく日 ２ いぬじゅん SBF/ｲﾇ/2 112490982

〈児童〉

おじいさんは川へおばあさんは山へ 森山  京 91 /ﾓ 120486055

あっちがわ イシズ  マサシ E /ｲ 120486188

ハロウィーンくまちゃん デイヴィッド・ウォーカー E /ｳ 120373857

けんけつのはなし えがしら  みちこ E /ｴ 120373865

あみ 岡本  よしろう E /ｵ 120486543

にんじんかりかりかじったら 柴田  ケイコ E /ｼ 120486154

かげパ しまだ  ともみ E /ｼ 120486170

ロージーのひよこはどこ？ パット・ハッチンス E /ﾊ 120486469

まじょまじょランド ませぎ  りえこ E /ﾏ 120373915

おばけきょうだい  はじめてのハロウィーン 松田  奈那子 E /ﾏ 120373840

おかあさんありがとう みやにし  たつや E /ﾐ 120486477

ドクルジン ミロコ  マチコ E /ﾐ 120486568

おばけのばあ せな  けいこ E /ｾ 120486147

〈高千帆分館〉

５８歳から日々を大切に小さく暮らす ショコラ 590.4/ｼ 310164462

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



あたらしく購入した本　 （９/２８～ １０/４） 2019年 10月5日作成

◇中央図書館

〈一般〉

図書の修理とらの巻 続 書物の歴史と保存修復に関する研究会∥編 014.6/ﾄ/2 112493424

悩みが武器になる働き方 ２０代の今、考えておきたい仕事のコト 河田  真誠 159.4/ｶ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 112492293

４７都道府県・名字百科 森岡  浩 288.1/ﾓ 112493002

死とエロスの旅 壇  蜜 290.9/ﾀﾞ 112490008

日本を売る本当に悪いやつら 佐高  信　他 304/ｻ 112492830

安倍政権「徹底査定」 髙橋  洋一 312.1/ﾀ 112506373

  景気回復を阻む輩の正体を暴く

日本一おかしな公務員 山田  崇 318/ﾔ 112492384

ドキュメント皇室典範 宮沢俊義と高尾亮一 高尾  栄司 323.1/ﾀ 112492822

高校生からのビジネスマナー 実教出版編修部∥編 336.4/ｺ/ｸﾛ 112492624

  社会人を目指す人に役立つビジネスマナーバイブル

ポイント＆スマホ決済＆電子マネー  完全攻略ガイド クレナビ管理人 338.2/ｸ 112507108

  キャッシュレスで得する㊙技

超実践！サラリーマン節税術 梅本  正樹 345/ｳ 112507116

かんたんたのしい手あそびいっぱい！！ 多志賀  明　他 376.1/ﾀ 112492616

ドキュメント誘導工作 情報操作の巧妙な罠 飯塚  恵子 391.6/ｲ 112489414

「認知症」「がん」「心臓病」に負けない！３５の知恵 「きょうの健康」番組制作班　他∥編 493.75/ﾆ 112492004

  患者と家族が、最良の医療を受けるために知っておくべきこと

乳幼児・小児服薬介助ハンドブック 五十嵐  隆∥監修 493.92/ﾆ 112492905

  全国こども病院の与薬・服薬説明事例にもとづく

患者さんのための乳がん診療ガイドライン ２０１９年版 日本乳癌学会∥編 495.46/ｶ/2019 112493473

栄養たっぷり野菜ジュース１００ 薬膳アレンジレシピつき 植木  もも子 498.58/ｳ 112493408

「５Ｇ革命」の真実 深田  萌絵 547.6/ﾌ 112506696

  ５Ｇ通信と米中デジタル冷戦のすべて

得するお金のスゴ技大全 知ってるだけで年間５０万円浮く！！ 丸山  晴美∥監修 591.8/ﾄ 112507124

増税に負けない！家計術 591/ｿﾞ 112507132

バインミー図鑑 ベトナム生まれのあたらしいサンドイッチ 柴田書店∥編 596.6/ﾊﾞ/ｺﾞﾙ 112493440

濃いめがおいしい至福のプリン 柳瀬  久美子　他 596/ｺ/ﾋﾟﾝ 112493457

カフェ材料図鑑 開業とプロのための 富田  佐奈栄 596/ﾄ/ﾋﾟﾝ 112491980

  ｜フード｜ドリンク｜スイーツ｜ １０９レシピ掲載！

結局、ウナギは食べていいのか問題 海部  健三 664.6/ｶ 112493077

恥ずかしい英語 長尾  和夫 670.9/ﾅ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 112491097

クレーム対応最強の話しかた 山下  由美 673.3/ﾔ/ｸﾛ 112493184

  役所窓口で１日２００件を解決！

  指導企業１０００社のすごいコンサルタントが教えている

Ｐｅｎｇｕｉｎ  Ｂｅｉｎｇ Penguin Being 今日もペンギン 岡田  裕介 748/ｵ 112493432

柳行李 山口  規子 748/ﾔ 112493523

市原悦子  ことばの宝物 市原  悦子 775.1/ｲ 112493283

はじめてのマレーシア語 欧米  アジア語学センター 829.4/ｵ 112493192

旅ドロップ 江國  香織 914.6/ｴ 112492202

女がそんなことで喜ぶと思うなよ 鈴木  涼美 914.6/ｽ 112492210

  愚男愚女愛憎世間今昔絵巻

●新着資料リスト●



沈黙の作法 山折  哲雄　他 914.6/ﾔ 112493051

年収９０万円でハッピーライフ 大原  扁理 B 590/ｵ 112493598

皇后雅子さま物語 友納  尚子 B288/ﾄ 112493580

未来を、１１秒だけ 青柳  碧人 F/ｱｵ 112492988

愛してるって言えなくたって 五十嵐  貴久 F/ｲｶﾞ 112492236

愛を知らない 一木  けい F/ｲﾁ 112493168

彼女たちの場合は 江國  香織 F/ｴｸ 112487533

川っぺりムコリッタ 荻上  直子 F/ｵｷﾞ 112491410

誰そ彼の殺人 小松  亜由美 F/ｺﾏ 112492426

待ち遠しい 柴崎  友香 F/ｼﾊﾞ 112489968

我らが少女Ａ 髙村  薫 F/ﾀｶ 112491568

椿宿の辺りに（つばきしゅくのあたりに） 梨木  香歩 F/ﾅｼ 112491485

いけない 道尾  秀介 F/ﾐﾁ 112491469

天使も怪物も眠る夜 吉田  篤弘 F/ﾖｼ 112493143

〈ティーンズ〉

まどのそと 佐野  史郎 S726/ﾊ/ｺﾜｲ 112493556

５４字の物語 史 氏田  雄介　他 SF/ｳｼﾞ/4 112493101

〈児童〉

ゲームとアニメーション 天才プログラマー矢倉大夢がわかりやすく日本語訳！ ヘザー  リオンズ 00/ﾘ 120486386

こんなときどうする！？かいけつブック 辰巳  渚 15/ﾀ 120485982

  大人になる前におぼえておきたい

エベレスト 命・祈り・挑戦 サングマ フランシス 29/ﾌ 120486550

タイムマシンのつくり方 佐藤  勝彦∥監修 42/ﾀ 120486303

  小学生でも楽しめる最新物理学入門 “時間の謎”にいどもう！

わけあってこの名前 いきもの名前語源辞典 いずもり  よう 48/ｲ 112493127

だれのあし？ ほんとうのおおきさでみてみよう！ 48/ﾀﾞ 120486139

泣けるいきもの図鑑 イヌ・ネコ編 今泉  忠明∥監修 48/ﾅ 120486253

わけあって絶滅しました。 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑 続 丸山  貴史 48/ﾏ 120486287

地球から宇宙をめざせ！ アレクサンドラ  ミジェリンスカ 53/ﾐ 120486121

あいうえオリンピック 中川  ひろたか 78/ﾅ 120486329

月と珊瑚（るなとさんご） 上條  さなえ 91/ｶ 120486030

野うさぎレストランへようこそ 小手鞠  るい 91/ｺ 120486279

キミと、いつか。 本当の“スキ” 〔１１〕 宮下  恵茉 91/ﾐ/11 120486220

怪談収集家山岸良介と人喰い遊園地 緑川  聖司 91/ﾐ/ｺﾜｲ 120486238

タヌキのきょうしつ 山下  明生 91/ﾔ 120486311

２１世紀のフランクリン マジック・ツリーハウス ４６ メアリー  ポープ  オズボーン 93/ｵ/46 120486261

わたしがいどんだ戦い１９４０年 キンバリー  ブルベイカー  ブラッドリー 93/ﾌﾞ 120486022

おばけのぺろぺろ 西村  敏雄 E/ﾆ 120486691

うみへいったちいさなカニカニ クリス  ホートン E/ﾎ 120486717

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



あたらしく購入した本　 （１０/５～ １０/１１） 2019年 10月12日作成

◇中央図書館

〈一般〉

妻語を学ぶ 黒川  伊保子 143.1/ｸ 112492798

令和改元の舞台裏 毎日新聞「代替わり」取材班 210 /ﾏ 112492897

皇室タブー 篠田  博之 288.4/ｼ 112493853

公共性主義とは何か 〈である〉哲学から〈する〉哲学へ 小川  仁志 301 /ｵ 112492913

同調圧力 望月  衣塑子 304 /ﾓ 112489331

韓国  内なる分断 葛藤する政治、疲弊する国民 池畑  修平 312.2/ｲ 112493622

キッチリけりがつく離婚術 西村  隆志 324.6/ｷ 112493812

   財産分与  慰謝料  親権に強い弁護士が明かす

なぜ、それが無罪なのか！？ 性被害を軽視する日本の司法 伊藤  和子 326.2/ｲ 112507090

お金の未来年表 朝倉  智也 338 /ｱ 112492848

図解  いちばん親切な相続税の本 内田  麻由子∥監修 345.5/ｽﾞ 112493465

   知っておきたい暮らしのお金 オールカラー １９－２０年版

武器としての世論調査 社会をとらえ、未来を変える 三春  充希 361.4/ﾐ 112492178

夫の生態がまるっとわかる９３のカウンセリング 木村  泰之 367.3/ｷ 112493796

ひとり老後、賢く楽しむ 岸本  葉子 367.7/ｷ 112494307

とことんあそんででっかく育て 柴田  愛子 376.1/ｼ 112493390

   柴田愛子流「りんごの木」の保育  春夏秋冬

吃音の合理的配慮 菊池  良和 378.5/ｷ 112493309

日米戦争同盟 従米構造の真実と「日米合同委員会」 吉田  敏浩 395.3/ﾖ 112493150

アンドロメダ銀河のうずまき 銀河の形にみる宇宙の進化 谷口  義明 443.6/ﾀ 112493846

ＮＨＫスペシャル恐竜超世界

457.8/ｴ 112493499

恐竜の魅せ方 展示の舞台裏を知ればもっと楽しい 真鍋  真 457.8/ﾏ 112493176

子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前 東海大学海洋学部∥監修 484 /ｺ 112493952

とんでもない甲虫 丸山  宗利 486.6/ﾏ 112493333

ど忘れをチャンスに変える思い出す力 記憶脳からアウトプット脳へ！ 茂木  健一郎 491.37/ﾓ 112492939

がん再発予防の食事＆生活術 家庭栄養研究会∥編 494.5/ｶﾞ 112493481

日本の水道をどうする！？ 民営化か公共の再生か 内田  聖子∥編著 518.1/ﾆ 112493838

きほんの糸紡ぎ スピンドルをくるくる回して羊毛を紡ぐ 緒方  伶香 594 /ｵ 112493986

ヘアゴム１本で無敵アレンジＢＯＯＫ ｓｗｅｅｔ編集部 595.4/ﾍ 112493770

純喫茶レシピ おうちでできるあのメニュー 髙山  かづえ 596 /ﾀ 112493861

「やさしい日本語」で観光客を迎えよう インバウンドの新しい風 加藤  好崇∥編著 689.4/ﾔ 112493747

チコちゃんに叱られる Ｄｏｎ’ｔ  ｓｌｅｅｐ  ｔｈｒｏｕｇｈ  ｌｉｆｅ！ ２

699.6/ﾁ/2 112493903

教養としてのマンガ 橋本  博 726.1/ﾊ 112492863

中川李枝子 本と子どもが教えてくれたこと 中川  李枝子 726.6/ﾅ 112489034

宮西達也の世界 別冊太陽スペシャル 726.6/ﾐ 112494000

寅さんの「日本」を歩く 一番詳しい聖地探訪大事典 岡村  直樹 778.2/ｵ 112493937

なつぞら 連続テレビ小説 Ｐａｒｔ２ 大森  寿美男 778.8/ﾅ 112493994

脳を鍛える。心が潤う。楽しい！実践「朗読」法 朗読文化研究所∥監修 809.4/ﾉ 112493879

   うつも吹き飛び、ボケも予防する。声を出す「チカラ」

英語で紹介する日本 見る・知る・遊ぶ Experience Japan 松本  美江 837 /ﾏ 112493325

●新着資料リスト●

ＮＨＫスペシャル「恐竜超世界」制作班∥編著

ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」制作班∥編



もう逃げない。 いままで黙っていた「家族」のこと 林眞須美死刑囚長男 916 /ﾊ 112493804

扇腹 もう一人の葉隠武士 浅井  和昭  F /ｱｻ / 112507025

烈風ただなか あさの  あつこ F /ｱｻ 112493697

いるいないみらい 窪  美澄 F /ｸﾎﾞ 112491477

三毛猫ホームズと七匹の仲間たち 赤川  次郎∥他 F /ﾐｹ 112493671

カザアナ 森  絵都 F /ﾓﾘ 112494182

女優の娘 吉川  トリコ F /ﾖｼ 112491550

維摩経 サンスクリット版全訳 現代語訳 植木  雅俊∥訳 B 183/ﾕ 112494067

覚えておきたい芭蕉の名句２００ 松尾  芭蕉 B 911/ﾏ 112494018

インスマスの影 クトゥルー神話傑作選 Ｈ=Ｐ=ラヴクラフト B 933/ﾗ 112494026

吸血鬼に鐘は鳴る 赤川  次郎 B F /ｱｶ 112494083

室町戦国日本の覇者  大内氏の世界をさぐる 大内氏歴史文化研究会∥編 Y 288/ﾑ 112493895

〈ティーンズ〉

あなたがおとなになったとき はた  こうしろう∥絵 S 726/ﾊ 120486964

文豪ストレイドッグス 太宰、中也、十五歳 朝霧  カフカ S BF /ｱｻ 112494059

意味がわかると鳥肌が立つ話 蔵間  サキ∥編著 S F /ｲﾐ 112490768

５分後にいい気味なラスト エブリスタ∥編 S F /ｺﾞﾌ 112492228

５分後に意外な結末ｅｘ  アクアマリンからあふれる涙 桃戸  ハル∥編著 S F /ﾓﾓ 112492954

〈児童〉

季節のこよみ きょうはなにして遊ぶ？ 平野  恵理子 38 /ﾋ 120486667

北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 中山  由美 40 /ﾅ 120486634

さんすうクエスト 初級編 鍵本  聡∥監修 41 /ｻ 120486659

サンゴといっしょ  すいぞくかん 山野  博哉∥監修 45 /ﾅ 120486923

やりすぎいきもの図鑑 今泉  忠明∥監修 48 /ﾔ 120486592

マックス宇宙ステーションへ行く 犬のマックスとの科学冒険 ジェフリー=ベネット 53 /ﾍﾞ 120486972

ひとりで作って、みんなで食べよ！はじめてのごはん 阪下  千恵 59 /ｻ 120486675

    Kid's Cooking Lesson Note

６年１組黒魔女さんが通る！！ 黒魔女さんの呪いの学園 ０８ 石崎  洋司 91 /ｲ/8 120485651

へんなともだちマンホーくん マンホーくんとあやしいえんそく 〔２〕 村上  しいこ 91 /ﾑ/2 120486600

へんなともだちマンホーくん きょうふのきょだいそうじき 〔３〕 村上  しいこ 91 /ﾑ/3 120486618

とねりこ通り三丁目ねこのこふじさん 山本  和子 91 /ﾔ 120486105

おかたづけバストリオ 新井  洋行 E /ｱ 120486899

丘のうえのいっぽんの木に 今森  光彦 E /ｲ 120486915

ヒミツのかいだん 田島  征三 E /ﾀ 120486949

どっち？ まつおか  たつひで E /ﾏ 120486907

ホテルイカ 山口  亜耶 E /ﾔ 120486956

プールのひは、おなかいたいひ ヘウォン=ユン E /ﾕ 120486931

おやゆびたろう 伊藤  秀男  C / 120486733

〈ＡV〉

羊と鋼の森 橋本  光二郎∥監督 DVﾎｳ/ﾋﾂ 140116575
打ち上げ花火、下から見るか？ 横から見るか？ 新房  昭之∥総監督 DVｱﾆ/ｳﾁ 140116567

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



あたらしく購入した本　 （１０/１２～ １０/１８） 2019年 10月19日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＡＩには何ができないか メレディス  ブルサード 007.1/ﾌﾞ 112494232

  データジャーナリストが現場で考える

人間の本性 丹羽  宇一郎 159/ﾆ 112493614

カラフル！かわいい！みんなの御朱印コレクション 御朱印集め研究会 186.9/ｺﾞ 112494331

江戸のひみつ 町と暮らしがわかる本 江戸っ子の生活超入門 江戸歴史研究会 210.5/ｴ 112494398

藩とは何か 「江戸の泰平」はいかに誕生したか 藤田  達生 210.5/ﾌ 112494109

ドキュメント「令和」制定 日本テレビ政治部 210/ﾆ 112492806

明智光秀５０の謎 完全保存版 289.1/ｱ 112494588

  信長にも天皇にも盟友にも嫌われた光秀の素顔

九州の島めぐり ５８の空と海 吉村  靖徳 291.9/ﾖ 112493945

知りたくなる韓国 新城  道彦 他 302.2/ｼ 112493036

ウェールズを知るための６０章 吉賀  憲夫∥編著 302.3/ｳ 112493762

日本のミカタ ほんこん 304/ﾎ 112494448

  ボク、この国のことを愛してるだけやで！

世界から追い出され壊れ始めた中国 宮崎  正弘 332.2/ﾐ 112493218

  各国で見てきたチャイナパワーの終わり

職場のハラスメント実務対応Ｑ＆Ａ  第２版 小笠原六川国際総合法律事務所∥著 336.4/ｼ/ﾐｽﾞ 112494539

  判例から読み解く パワハラ  セクハラ  マタハラ…ｅｔｃ

すべらない「提案力」のセオリー 櫻木  裕之 336/ｻ/ｽｶｲﾌﾞﾙｰ 112492970

部落差別解消推進法を学ぶ 奥田  均 361.8/ｵ 112493382

障害者総合支援法のしくみ たいせつな家族を守る！ デイリー法学選書編修委員会 369.2/ｼ 112493374

レギュラーの介護のこと知ってはります？ 松本  康太　他 369.2/ﾏ 112494380

耳の聞こえない人、オモロイやん！と思わず言っちゃう本 大谷  邦郎∥編著 369.2/ﾐ 112494356

虐待死 なぜ起きるのか、どう防ぐか 川﨑  二三彦 369.4/ｶ 112494091

「みんなの学校」から社会を変える 木村  泰子　他 376.2/ｷ 112494125

  障害のある子を排除しない教育への道

日本人の９割がやっている残念なマナー 話題の達人倶楽部∥編 385.9/ﾆ 112494455

授業で使える中学校数学パズル・ゲーム大全 『数学教育』編集部∥編 410/ｼﾞ 112493291

数学ガールの秘密ノート ビットとバイナリー 結城  浩 410/ﾕ 112494273

日本の星空ツーリズム　見かた★行きかた★楽しみかた 縣  秀彦∥編著 442/ﾆ 112494422

ユニバース２．０ 実験室で宇宙を創造する ジーヤ  メラリ 443.9/ﾒ 112494158

「伊豆の海」海中大図鑑 伊豆の海中生物を大網羅 第６版 伊藤  勝敏 481.7/ｲ 112494299

明智光秀の城郭と合戦 高橋  成計 521.8/ﾀ 112494554

人生が輝く！家事の「しないこと」リスト 石阪  京子 590/ｲ 112494190

免許返納セラピー 大切な親に、これなら「決心」させられる！ 志堂寺  和則∥監修 681.3/ﾒ 112494133

かわいい美術に会いに行こう 706.9/ｶ 112494406

わたしを支えるもの すーちゃんの人生 益田  ミリ 726/ﾏ 112494547

こねこ 岩合  光昭 748/ｲ 112494562

二代目和風総本家おうちの豆助オフィシャルフォトブック 森下  泰樹∥撮影 748/ﾓ 112494323

吹奏楽部アナザーストーリー 上 オザワ部長 764.6/ｵ 112494489

吹奏楽部アナザーストーリー 下 オザワ部長 764.6/ｵ 112494497

演出家  鈴木忠志 その思想と作品 渡辺  保 772.1/ｽ 112494166

●新着資料リスト●



オールブラックス  圧倒的勝利のマインドセット 今泉  清 783.4/ｲ 112494240

人生の童話 心に刻む１０のものがたり 上田  信道 909.3/ｳ 112494224

齋藤孝のざっくり！万葉集 齋藤  孝 911.1/ｻ 112494471

  歴史から味わい方まで「すごいよ！ポイント」でよくわかる

かわいい見聞録 益田  ミリ 914.6/ﾏ 112494315

原爆で死んだ米兵秘史 ヒロシマ被爆捕虜１２人の運命 森  重昭 B210/ﾓ 112494430

あなたの不幸は蜜の味 イヤミス傑作選 辻村  深月　他 BF/ｱﾅ 112492723

ねこのおうち 柳  美里 BF/ﾕｳ 112489885

罪の轍（わだち） 奥田  英朗 F/ｵｸ 112494521

氷獄 海堂  尊 F/ｶｲ 112494174

格闘 髙樹  のぶ子 F/ﾀｶ 112493713

ヴェールドマン仮説 西尾  維新 F/ﾆｼ 112493689

手のひらの楽園 宮木  あや子 F/ﾐﾔ 112493648

〈ティーンズ〉

ぶたぶたのティータイム 矢崎  存美 SBF/ﾔｻﾞ 112492681

気づかなければよかった恐ろしい話 戦慄疾走の３分ストーリー 結木  礼 SF/ﾕｳ 112490735

〈児童〉

「お手伝いしましょうか？」うれしかった、そのひとこと 高橋  うらら 36/ﾀ 120486840

妖怪空想科学読本 柳田  理科雄 38/ﾔ 120486774

カガク力を強くする！ 元村  有希子 40/ﾓ 120486766

太陽ってどんな星？ 宮原  ひろ子 44/ﾐ 120486865

くらべる骨格動物図鑑 ウマは１本の指で立っている！ 川崎  悟司 48/ｶ 120486790

知っておきたい！人体のしくみ ジョン  ファーンドン 49/ﾌ 120487012

アッチとドッチのフルーツポンチ 角野  栄子 91/ｶ 120486626

はりねずみのルーチカ 人魚の島 かんの  ゆうこ 91/ｶ 120486642

おばけとしょかん 斉藤  洋 91/ｻ 120486881

レストランのおばけずかん だんだんめん 斉藤  洋 91/ｻ/ｺﾜｲ 120486873

こどもしょくどう ひろはた  えりこ 91/ﾋ 120486584

キャベたまたんてい  じごくツアーへごしょうたい 三田村  信行 91/ﾐ 120486857

うさぎさん エミリー  ダブ E/ﾀﾞ 120486758

ぞうさん エミリー  ダブ E/ﾀﾞ 120486741

ガンピーさんのサイ ジョン  バーニンガム E/ﾊﾞ 120487020

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



あたらしく購入した本　 （１０/１９～ １０/２５） 2019年 10月26日作成

◇中央図書館

〈一般〉

歴代天皇・年号事典 令和新修 米田  雄介∥編 吉川弘文館 288.4/ﾖ

そのうちなんとかなるだろう 内田  樹 マガジンハウス 289.1/ｳ

杉山  崇∥監修 双葉社 336.4/ﾏ

生産性２倍の整理術 イラスト図解 『ＴＨＥ２１』編集部∥編 ＰＨＰ研究所 336.5/ｾ

我が７０年の投資哲学 シニア＆初心者に捧げる 長谷川  慶太郎 徳間書店 338.1/ﾊ

こんなにおもしろい社会保険労務士の仕事 田中実バージョン 田中  実 中央経済社 364.3/ﾀ

本業はオタクです。 シュミも楽しむあの人の仕事術 劇団雌猫 中央公論新社 366.7/ｹﾞ

ケーキの切れない非行少年たち 宮口  幸治 新潮社 368.7/ﾐ

介護ヘルパーはデリヘルじゃない 在宅の実態とハラスメント 藤原  るか 幻冬舎 369 /ﾌ

ドキュメント  ひとりが要介護になるとき。 山口  道宏∥編著 現代書館 369.2/ﾄﾞ

    単身老後に「在宅」は大丈夫ですか！？

保育士になるための早わかりブック キャリア・ステーション∥監修 実務教育出版 376.1/ﾎ

公民館はだれのもの ２ 長澤  成次 自治体研究社 379 /ﾅ/2

日常にひそむうつくしい数学 冨島  佑允 朝日新聞出版 410.4/ﾄ

星を楽しむ星空写真の写しかた 大野  裕明 誠文堂新光社 442.7/ｵ

   星、月、星座、流れ星、うつくしい星空を素敵に撮る

かむ・飲み込むが難しい人のごはん 決定版 藤谷  順子∥監修 講談社 498.49/ｶ

きずにおいしくダイエット！むね肉レシピ３６５日 山中  順子 東邦出版 498.58/ﾔ

真面目にマリファナの話をしよう 佐久間  裕美子 文藝春秋 499 /ｻ

ファーウェイと米中５Ｇ戦争 近藤  大介 講談社 547 /ｺ

すし語辞典 寿司にまつわる言葉をイラストと豆知識でシャリッと読み解く 新庄  綾子 誠文堂新光社 596.2/ｼ

日経業界地図 ２０２０年版 日本経済新聞社∥編 日本経済新聞出版社 602.1/ﾆ

はじめよう！移動販売 クルマ１台で起業する 滝岡  幸子 同文舘出版 673 /ﾀ

北朝鮮と観光 礒﨑  敦仁 毎日新聞出版 689.1/ｲ

欲望の名画 中野  京子 文藝春秋 723 /ﾅ

日本の美術館で見たい世界の名画と日本の名品１００ ぴあ 723 /ﾆ

     エル・グレコ、ルーベンス、ピカソから雪舟、若冲、北斎まで

光秀公記 黒鉄  ヒロシ ＰＨＰ研究所 726 /ｸ

世界チャンピオンの紙飛行機ブック ジョン=Ｍ．コリンズ オライリー・ジャパン オーム社 754.9/ｺ

キャンプ大事典 松山  拓也 成美堂出版 786.3/ｷ

エレベーター ジェイソン=レナルズ 早川書房 933.7/ﾚ

老父よ、帰れ 久坂部  羊 朝日新聞出版 F /ｸｻ

鬼人幻燈抄 葛野編 中西  モトオ 双葉社 F /ﾅｶ

トリガー 上 真山  仁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F /ﾏﾔ

トリガー 下 真山  仁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F /ﾏﾔ

落日 湊  かなえ 角川春樹事務所 F /ﾐﾅ

語源５００ 面白すぎる謎解き日本語 日本語倶楽部 河出書房新社 B 812 /ｺﾞ

君の想い出をください、と天使は言った 辻堂  ゆめ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F /ﾂｼﾞ

●新着資料リスト●

マンガでわかる心理学的に正しいモンスター社員の取扱説明書（トリセツ）



〈ティーンズ〉

ショートフィルムズ ブックショート∥編著 学研プラス S F /ｼﾖ

〈児童〉

小中学生のための初めて学ぶ著作権 岡本  薫 朝日学生新聞社 02 /ｵ

ヘンなかたちの化石 これ恐竜・古生物のどの部分？ 土屋  健 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 45 /ﾂ

ずっとずっと、ともだちだよ… 病院勤務犬・ミカの物語 若月  としこ 岩崎書店 49 /ﾜ

１話３分  こわい家、あります。 くらやみくんのブラックリスト 藍沢  羽衣 小学館 91 /ｱ

ゆるびーくん  えんそくにいく 斉藤  洋 ほるぷ出版 91 /ｻ

おしりたんてい  ラッキーキャットはだれのてに！ トロル ポプラ社 91 /ﾄ

人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん エミリー=サットン 徳間書店 E /ｻ

ぐる～りすいぞくかん パタパタえほん モリナガ  ヨウ ほるぷ出版 E /ﾓ

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



あたらしく購入した本　 （１０/２６～ １１/１） 2019年 11月2日作成

◇中央図書館

〈一般〉

営繕かるかや怪異譚 その２ 小野  不由美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  F /ｵﾉ /2

自由思考 中村  文則 河出書房新社 914.6/ﾅ

人体、なんでそうなった？ ネイサン  レンツ 化学同人 469.4/ﾚ

  余分な骨、使えない遺伝子、あえて危険を冒す脳

障害者白書 令和元年版 内閣府∥編集 勝美印刷 369/ｼ/2019

ふたりぱぱ ゲイカップル、代理母出産の旅に出る みっつん 現代書館 367.9/ﾐ

高齢社会白書 令和元年版 内閣府∥編集 全国官報販売協同組合 367/ｺ/2019

働かない技術 新井  健一 日本経済新聞出版社 336.3/ｱ/ｱｶ

ネット文化資源の読み方・作り方 岡田  一祐 文学通信 014.7/ｵ

  図書館・自治体・研究者必携ガイド

図書館年鑑 ２０１９ 日本図書館協会図書館年鑑 日本図書館協会 R010/ﾄ/2019

編集委員会∥編集

世界国勢図会 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会 350/ｾ/2019

  世界がわかるデータブック ２０１９／２０

あなたと原爆 オーウェル評論集 ジョージ  オーウェル 光文社 B934/ｵ

カルメン／タマンゴ メリメ 光文社 B953/ﾒ

なつぞら 下 大森  寿美男 ＮＨＫ出版 F/ｵｵ

赤い刀身 公家武者信平 ６ 佐々木  裕一 講談社 BF/ｻｻ/6

影の守護者 警視庁犯罪被害者支援課 ５ 堂場  瞬一 講談社 BF/ﾄﾞｳ/5

不信の鎖 警視庁犯罪被害者支援課 ６ 堂場  瞬一 講談社 BF/ﾄﾞｳ/6

知ってる人だけが得をする！太陽光発電投資 決定版！ 菅原  秀則 合同出版 543.8/ｽ

  ローリスクの堅実投資術

見るだけで目がよくなるガボールパッチ 林田  康隆∥監修 扶桑社 496.41/ﾐ

  １日１回！ぼけた縞模様で老眼も近視も改善！！

生のみ生のままで 上 綿矢  りさ 集英社  F/ﾜﾀ

生のみ生のままで 下 綿矢  りさ 集英社  F/ﾜﾀ

犯人に告ぐ 紅の影 ３ 雫井  脩介 双葉社 F/ｼｽﾞ/3

百舌落とし 百舌シリーズ 逢坂  剛 集英社 F/ｵｳ

太閤検地 秀吉が目指した国のかたち 中野  等 中央公論新社 210.4/ﾅ

内閣調査室秘録 戦後思想を動かした男 志垣  民郎 文藝春秋 317.2/ｼ

日本の海が盗まれる 山田  吉彦 文藝春秋 319.8/ﾔ

図解消費税法超入門 令和元年度改正 加藤  友彦∥編著 税務経理協会 345.7/ｽﾞ

  とっつきやすく、飽きずに、短時間で消費税の考え方、

  全体像がわかる入門書

子どもが発達障害といわれたら 幼児期から大人になるまでのＱ＆Ａ７０ 中田  洋二郎∥監修 中央法規出版 378/ｺ

虚数はなぜ人を惑わせるのか 竹内  薫 朝日新聞出版 412/ﾀ

がん検診は、線虫のしごと 精度は９割「生物診断」が命を救う 広津  崇 光文社 494.5/ﾋ

北欧の照明 デザイン＆ライトスケープ 小泉  隆 学芸出版社 528.4/ｺ

はじめての今さら聞けないＷｉ‐Ｆｉの使い方 小出  悠太郎 秀和システム 547.5/ｺ/P

結果もスピードも手に入る神速スマホ仕事術 岡田  充弘 すばる舎 694.6/ｵ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ウッドストック１９６９ 河出書房新社 764.7/ｳ

  ロックフェスの始まり、熱狂の終わり、５０年目の真実

●新着資料リスト●



この世を生き切る醍醐味 樹木  希林 朝日新聞出版 778.2/ｷ

みんなが知りたかった最新ｅスポーツの教科書 岡安  学 秀和システム 798.5/ｵ

学校に居場所カフェをつくろう！ 居場所カフェ立ち上げ 明石書店 371/ｶﾞ

  生きづらさを抱える高校生への寄り添い型支援 プロジェクト∥編著

えろまん エロスでよみとく万葉集 大塚  ひかり 新潮社 911.1/ｵ

シルバー川柳　こんにちは令和編 みやぎシルバーネット　他∥編 河出書房新社 911.4/ｼ

吉沢久子  すっきり生きる言葉 吉沢  久子 主婦の友社 914.6/ﾖ

闘うレヴィ＝ストロース 増補 渡辺  公三 平凡社 289.3/ﾚ

孤絶 家族内事件 読売新聞社会部 中央公論新社 368.6/ｺ

日本の折形歳時記 礼の心 飯田  猷子 日貿出版社 385.9/ｲ

我々は生命を創れるのか 藤崎  慎吾 講談社 467.2/ﾌ

  合成生物学が生みだしつつあるもの

オリンピック全大会 人と時代と夢の物語 増補改訂 武田  薫 朝日新聞出版 780.6/ﾀ

〈天狗倶楽部〉快傑伝 元気と正義の男たち 横田  順彌 朝日新聞出版 783.7/ﾖ

レス アンドリュー  ショーン  グリア 早川書房 933.7/ｸﾞ

イヴリン嬢は七回殺される スチュアート  タートン 文藝春秋 933.7/ﾀ

のっけから失礼します 三浦  しをん 集英社 914.6/ﾐ

茜の茶碗 裏用心棒譚 １ 上田  秀人 徳間書店 F/ｳｴ/1

流葉断の太刀 裏用心棒譚 ２ 上田  秀人 徳間書店 F/ｳｴ/2

〈ティーンズ〉

空飛ぶくじら部 石川  宏千花 ＰＨＰ研究所 S F/ｲｼ

〈児童〉

ヤナギ通りのおばけやしき ルイス  スロボドキン 瑞雲舎 93/ｽ

日本のパラリンピックを創った男  中村裕 鈴木  款 講談社 28/ﾅ

動物と話せる少女リリアーネ プチストーリーズ タニヤ  シュテーブナー ほか 学研プラス 94/ｼ

あやしいぶたのたね 佐々木  マキ 絵本館 E/ｻ

おばけばたけのおふろやさん とよた  かずひこ ひさかたチャイルド E/ﾄ

いえでをしたてるてるぼうず にしまき  かやこ こぐま社 E/ﾆ

ちきゅう ４５おく４，０００まんねんのおもいで デイビッド  リッチフィールド 小学館 E/ﾘ

シャイローと歩く秋 フィリス  レイノルズ  ネイラー あすなろ書房 93/ﾈ

早咲きの花 ぼくらは戦友 宗田  理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 91/ｿ

もえぎ草子 久保田  香里 くもん出版 91/ｸ

ナイチンゲール カンタン  グレバン 岩波書店 E/ｸﾞ

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



あたらしく購入した本　 （１１/２～ １１/８） 2019年 11月9日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ウニヒピリのおしゃべり ほんとうの自分を生きるってどんなこと？ 吉本  ばなな 講談社 159 /ﾖ

人生のサバイバル力 佐藤  優 講談社 159.7/ｻ

生きづらさについて考える 内田  樹 毎日新聞出版 304 /ｳ

ふたりの怪物 二階俊博と菅義偉 大下  英治 エムディエヌコーポレーション 312.1/ｵ

ヘイトスピーチとは何か 民族差別被害の救済 法学セミナー編集部∥編 日本評論社 316.8/ﾍ

入門『地頭力を鍛える』３２のキーワードで学ぶ思考法 細谷  功 東洋経済新報社 336 /ﾎ

僕が違法薬物で逮捕されＮＨＫをクビになった話 塚本  堅一 ベストセラーズ 368.8/ﾂ

８０５０問題の深層 「限界家族」をどう救うか 川北  稔 ＮＨＫ出版 367 /ｶ

貧困専業主婦 周  燕飛 新潮社 367.3/ｼ

扶桑社 369.3/ｸ

文書・証言による日本軍「慰安婦」強制連行 世宗大学独島総合研究所∥編著 論創社 369.3/ﾌﾞ

「ハッピーな部活」のつくり方 中澤  篤史 岩波書店 375.1/ﾅ

山中恒と読む修身教科書 戦時下の国体思想と現在 山中  恒 子どもの未来社 375.9/ﾔ

阿部  恵 鈴木出版 376.1/ｱ

先生！ぼくは違うやり方で解きました！ 中学受験算数教室 櫻井  頼朋 エール出版社 410 /ｻ

牧田  善二 ダイヤモンド社 498.58/ﾏ

プラスチックの現実と未来へのアイデア みんなで考えたい 高田  秀重∥監修 東京書籍 519 /ﾌﾟ

フライパンひとつで何つくる？ 井原  裕子 成美堂出版 596 /ｲ

小泉武夫の味覚極楽舌ったけ 小泉  武夫 東京堂出版 596 /ｺ

川口由一  自然農 完全版 農薬を使わず、耕さない野菜と米のつくり方 川口  由一∥監修 学研プラス 615.7/ｶ

出崎  徹 誠文堂新光社 627 /ｲ

絵本のいま 絵本作家 ２０１９－２０ 西須  由紀∥監修 玄光社 726.6/ｴ

ここでしか味わえない非日常の世界！ ナショナルジオグラフィック∥編著  日経ナショナルジオグラフィック社 748 /ｺ

ショーケン最終章 萩原  健一 講談社 778.2/ﾊ

角野栄子エブリデイマジック 角野  栄子 平凡社 910.2/ｶ

する、されるユートピア 井戸川  射子 青土社 911.5/ｲ

やがて満ちてくる光の 梨木  香歩 新潮社 914.6/ﾅ

わたし、虐待サバイバー 羽馬  千恵 ブックマン社 916 /ﾊ

愛を知ったのは処刑に駆り立てられる日々の後だった 舟越  美夏 河出書房新社 916 /ﾌ

灼熱 秋吉  理香子 ＰＨＰ研究所 F /ｱｷ

カインは言わなかった 芦沢  央 文藝春秋 F /ｱｼ

小説エコエコアザラク 古賀  新一∥原作 誠文堂新光社 F /ｲﾜ

いつかの岸辺に跳ねていく 加納  朋子 幻冬舎 F /ｶﾉ

カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山  羽根子 集英社 F /ﾀｶ

から揚げの秘密 ひぐまのキッチン 石井  睦美 中央公論新社 BF /ｲｼ/2

まよい道 新・吉原裏同心抄 文庫書下ろし／長編時代小説 １ 佐伯  泰英 光文社 BF /ｻｴ/1

●新着資料リスト●

クックパッド防災レシピＢＯＯＫ 在宅避難で役立つ食まわりの知恵から日ごろの備えまで

すきま時間あそび１０７ ０～５歳児 すきま時間を有効に使えるステキな保育者に！

医者が教える食事術 実践バイブル ２０万人を診てわかった医学的に正しい食べ方７０ ２

フラワーラッピング・マニュアル 時短テクニックから資材の無駄を省く技まで



〈ティーンズ〉

きみの存在を意識する 梨屋  アリエ ポプラ社 S F /ﾅｼ

〈児童〉

ミイラ学 エジプトのミイラ職人の秘密 タマラ  バウワー 今人舎 24 /ﾊﾞ

世界秘境マップ 冒険大好きキッズのための探検ガイド ディラン  スラス 飛鳥新社 29 /ｽ

今泉  マユ子 フレーベル館 36 /ｲ

ＮＨＫカガクノミカタ 観察してみよう 自分だけの「フシギ」、見つけよう １ ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班∥編 ＮＨＫ出版 40 /ｴ/1

ＮＨＫカガクノミカタ 観察してみよう 自分だけの「フシギ」、見つけよう ２ ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班∥編 ＮＨＫ出版 40 /ｴ/2

ＮＨＫカガクノミカタ 観察してみよう 自分だけの「フシギ」、見つけよう ３ ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班∥編 ＮＨＫ出版 40 /ｴ/3

はたらく細胞  人体のふしぎ図鑑 からだのしくみを学べる！ はたらく細胞製作委員会∥監修 講談社 46 /ﾊ

さわるめいろ 点字資料 ３ 村山  純子 小学館 79 /ﾑ/3

科学探偵ＶＳ．妖魔の村 佐東  みどり 朝日新聞出版 91 /ｶ

思いはいのり、言葉はつばさ まはら  三桃 アリス館 91 /ﾏ

なかよしの水 タンザニアのおはなし ジョン  キラカ 西村書店東京出版編集部 E /ｷ

おかしなおきゃくさま ペク  ヒナ 学研プラス E /ﾍﾟ

おはようおやすみぼくのせかい ローレン  ロング 評論社 E /ﾛ

りりちゃんのケーキ 石川  えりこ 童心社 C

たまごからだ～れかな 和歌山  静子 童心社 C /ﾖｳｼﾞ

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

もしも」のときに役に立つ！防災クッキング 電気・ガスが止まったときに役立つレシピ １



あたらしく購入した本　 （１１/９～ １１/１５） 2019年 11月16日作成

◇中央図書館

〈一般〉

仕事で役立つ！ＰＤＦ完全マニュアル 桑名  由美 秀和システム 2019年9月 007.6/ｸ

地域資料サービスの実践 蛭田  廣一 日本図書館協会 2019年8月 014.7/ﾋ

絵本ＢＯＯＫ  ＥＮＤ 絵本学会機関誌編集 朔北社 2019年8月 019.5/ｴ/2019

委員会∥編集

幻想のメディア ＳＮＳから見える沖縄 沖縄タイムス社編集局 高文研 2019年9月 070.1/ｹﾞ
「幻想のメディア」取材班∥編著

幸福になるための人生のトリセツ 黒川  伊保子 清流出版 2019年9月 159.6/ｸ

  読めば今から、人生が楽になる！

世界遺産  百舌鳥・古市古墳群をあるく ビジュアルＭＡＰ全案内 久世  仁士 創元社 2019年8月 216.3/ｸ

スノーデン・ファイル徹底検証 小笠原  みどり 毎日新聞出版 2019年9月 316.1/ｵ

  日本はアメリカの世界監視システムにどう加担してきたか

ここだけ読めば決算書はわかる！ ２０２０年版 佐々木  理恵 新星出版社 2019年9月 336.8/ｻ/ﾐﾄﾞﾘ

超初心者からの「１００円投資」入門 ファイナンシャルアカデミー 河出書房新社 2019年8月 338.8/ﾌ

   お金の学校直伝！マンガと図解でサクサク学べる！

人は話し方が９割 １分で人を動かし、  １００％好かれる 永松  茂久 すばる舎 2019年9月 361.4/ﾅ

  話し方のコツ

もらえる年金が本当にわかる本 ’１９～’２０年版 下山  智恵子　他 成美堂出版 2019年9月 364.6/ｼ/2019

  この一冊で不安解消！ 本当の受給額を確認する方法、

  必要となる届出、手続きが全部わかる！

Ｑ＆Ａハラスメントをめぐる諸問題 山梨県弁護士会∥編集 ぎょうせい 2019年9月 366.3/ｷ

  セクハラ・パワハラ・マタハラ・アカハラ・モラハラ

それでも、母になる 生理のない私に子どもができて考えた家族のこと 徳  瑠里香 ポプラ社 2019年8月 367.3/ﾄ

つけびの村 噂が５人を殺したのか？ 高橋  ユキ 晶文社 2019年9月 368.6/ﾀ

東京五輪がもたらす危険 いまそこにある放射能と健康被害 東京五輪の危険を訴える 緑風出版 2019年9月 369.3/ﾄ
市民の会∥編著

ロヒンギャ難民１００万人の衝撃 中坪  央暁 めこん 2019年8月 369.3/ﾅ

ロヒンギャ問題とは何か 難民になれない難民 日下部  尚徳　他∥編著 明石書店 2019年9月 369.3/ﾛ

ＡＩに負けない子どもを育てる 新井  紀子 東洋経済新報社 2019年9月 370.4/ｱ

僕らはそれに抵抗できない 「依存症ビジネス」のつくられかた アダム  オルター ダイヤモンド社 2019年7月 493.74/ｵ

動かないゼロトレ 石村  友見 サンマーク出版 2019年8月 498.3/ｲ

薬膳 季節の食材８０×いたわりレシピ×基礎知識 ちづか  みゆき 翔泳社 2019年8月 498.58/ﾁ

　　私らしい、モノ・コトの見つけ方。

満腹ＳＯＵＰ 石澤  清美 主婦の友社 2019年10月 596 /ｲ /ｼﾛ

ばぁばの今日も「ごちそうさま」 鈴木  登紀子 あさ出版 2019年9月 596/ｽ

親って大変！私たちの子育て手帖 ＮＨＫ『すくすく子育て』 マイナビ出版 2019年8月 599/ｵ
制作班∥編

悲しみを力に ダウン症の書家、心を照らす贈りもの 金澤  泰子 ＰＨＰ研究所 2019年9月 728.2/ｶ

英単語の語源図鑑 続 清水  建二 かんき出版 2019年9月 834/ｼ/2

純粋な幸福 辺見  庸 毎日新聞出版 2019年9月 911.5/ﾍ/ｸﾛ

潜行三千里 完全版 辻  政信 毎日ワンズ 2019年8月 916/ﾂ

よみがえる変態 星野  源 文藝春秋 2019年9月 B914/ﾎ

天神小五郎人情剣 １ 辻堂  魁 角川春樹事務所 2017年6月 BF/ﾂｼﾞ/1

酔い待ち草 天神小五郎人情剣 ２ 辻堂  魁 角川春樹事務所 2019年6月 BF/ﾂｼﾞ/2

鬼女と賊 剣客同心親子舟 鳥羽  亮 角川春樹事務所 2019年6月 BF/ﾄﾊﾞ

最高の人生の見つけ方 豊田  美加 キノブックス 2019年10月 BF/ﾄﾖ

廃墟の白墨 遠田  潤子 光文社 2019年9月 F/ﾄｵ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

無人駅で君を待っている いぬじゅん スターツ出版 2019年8月 SF/ｲﾇ

ハイキュー！！ショーセツバン！！ １１ 星  希代子 集英社 2019年9月 SF/ﾎｼ/11

〈児童〉

大人になったらしたい仕事 ３ 朝日中高生新聞 朝日学生新聞社 2019年8月 36/ｵ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

  「好き」を仕事にした３５人の先輩たち 編集部∥〔編著〕

知らなきゃよかった宇宙の話 高水  裕一 主婦の友社 2019年9月 44/ﾀ

しぶがき  ほしがき  あまいかき 石川  えりこ 福音館書店 2019年9月 91/ｲ

チェクポ おばあちゃんがくれたたいせつなつつみ イ  チュニ 福音館書店 2019年9月 E/ｷ

おばあちゃん、ぼくにできることある？ ジェシカ  シェパード 偕成社 2019年9月 E/ｼ

おやさいしろくま 柴田  ケイコ ＰＨＰ研究所 2019年9月 E/ｼ

ふみきりかんかんくん 武田  美穂 講談社 2019年8月 E/ﾀ

にちにちらんらん ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａ 白泉社 2019年7月 E/ﾂ

おつきさまひとつずつ 長野  ヒデ子 童心社 2019年9月 E/ﾅ

そらまめくんのおやすみなさい なかや  みわ 小学館 2019年9月 E/ﾅ

ライオンになるには エド  ヴィアー ＢＬ出版 2019年9月 E/ﾋﾞ

まんまるダイズみそづくり ミノオカ  リョウスケ 福音館書店 2019年8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　 （１１/１６～ １１/２２） 2019年 11月23日作成

◇中央図書館

〈一般〉

１日１ページ、読むだけで身につく世界の教養３６５ 現代編 デイヴィッド  Ｓ  キダー 文響社 2019年8月 002 /ｷ

ギネス世界記録 ２０２０ クレイグ  グレンディ∥編 角川アスキー総合研究所 2019年9月 031.5/ｷﾞ

＃どれだけのミスをしたかを競うミス日本コンテスト 水餃子のカンパネラ∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年8月 049 /ﾄﾞ

世界の神話 沖田  瑞穂 岩波書店 2019年8月 164 /ｵ

決定版日本書紀入門 ２０００年以上続いてきた国家の秘密に迫る 竹田  恒泰 ビジネス社 2019年7月 210.3/ﾀ

新・天皇論 保阪  正康 毎日新聞出版 2019年9月 288.4/ﾎ

柳田国男 感じたるまゝ 鶴見  太郎 ミネルヴァ書房 2019年9月 289.1/ﾔ

女性のいない民主主義 前田  健太郎 岩波書店 2019年9月 312.1/ﾏ

イギリスの失敗 「合意なき離脱」のリスク 岡部  伸 ＰＨＰ研究所 2019年9月 312.3/ｵ

ニワトリをどう洗うか？ 実践・最強のプレゼンテーション理論 ティム  カルキンス ＣＣＣメディアハウス 2019年9月 336.4/ｶ

紙幣の日本史 加来  耕三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 337.4/ｶ

ネットと差別扇動 フェイク／ヘイト／部落差別 Talk Session 谷口  真由美 解放出版社 2019年10月 361.8/ﾈ

この国の不寛容の果てに 相模原事件と私たちの時代 雨宮  処凛∥編著 大月書店 2019年9月 369.2/ｱ

スマホに振り回される子  スマホを使いこなす子 ネット社会の子育て 五十嵐  悠紀 ジアース教育新社 2019年8月 371.3/ｲ

時間は存在しない カルロ  ロヴェッリ ＮＨＫ出版 2019年8月 421 /ﾛ

型紙いらずの着物リメイク  １枚の着物で大人服＆子ども服 松下  純子 河出書房新社 2019年10月 593 /ﾏ

水墨画年賀状  子を描く 描き順や筆づかいをやさしく解説 水墨画塾編集部∥編 誠文堂新光社 2019年9月 724.1/ｽ

樹木希林のきもの 別冊太陽編集部∥編 平凡社 2019年9月 778.2/ｷ

新海誠監督作品  天気の子  公式ビジュアルガイド ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年8月 778.7/ｼ

ラグビー日本代表超入門。 ほぼ日と楽しむＷ杯！ 文藝春秋 2019年9月 783.4/ﾗ

ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」完全シナリオ集 第１部 宮藤  官九郎 文藝春秋 2019年9月 912.7/ｸ

ヒマつぶしの作法 東海林  さだお ＳＢクリエイティブ 2019年9月 914.6/ｼ

命あれば 瀬戸内  寂聴 新潮社 2019年8月 914.6/ｾ

落花狼藉 朝井  まかて 双葉社 2019年8月 F /ｱｻ

カナダ金貨の謎 有栖川  有栖 講談社 2019年9月 F /ｱﾘ

泉鏡花〈怪異・幻想〉傑作選 本当にさらさら読める！現代語訳版 泉  鏡花 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年8月 F /ｲｽﾞ

新青春の門 第９部 五木  寛之 講談社 2019年9月 F /ｲﾂ/9

楽園の真下 荻原  浩 文藝春秋 2019年9月 F /ｵｷﾞ

わたしは誰も看たくない 小原  周子 講談社 2019年10月 F /ｵﾊ

ゆゆのつづき 高楼  方子 理論社 2019年10月 F /ﾀｶ

〈ティーンズ〉

アスリーツ あさの  あつこ 中央公論新社 2019年9月 SF /ｱｻ

〈児童〉

宇宙の終わりってどうなるの？ 超図解！宇宙のしくみと最新宇宙論がよくわかる 佐藤  勝彦∥監修 誠文堂新光社 2019年9月 44 /ｳ

ＮＨＫダーウィンが来た！恐竜スゴすぎクイズ図鑑 ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ∥編 ＮＨＫ出版 2019年9月 45 /ｴ

もうひとつの曲がり角 岩瀬  成子 講談社 2019年9月 91 /ｲ

おばけひめがやってきた！ むらい  かよ ポプラ社 2019年9月 91 /ﾑ

きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ 荒井  良二 ＮＨＫ出版 2019年9月 E /ｱ

なまえのないねこ 町田  尚子 小峰書店 2019年4月 E /ﾏ

                                       ＊　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　 （１１/２３～ １１/２９） 2019年 11月30日作成

◇中央図書館

〈一般〉

データ資本主義 ２１世紀ゴールドラッシュの勝者は誰か 野口  悠紀雄 日本経済 2019年9月 007.6/ﾉ
新聞出版社

図書館と読書の原風景を求めて 小川  徹 他 青弓社 2019年11月 010.2/ﾄ

なぜ世界は存在しないのか マルクス  ガブリエル 講談社 2018年1月 134.9/ｶﾞ

「私」は脳ではない ２１世紀のための精神の哲学 マルクス  ガブリエル 講談社 2019年9月 134.9/ｶﾞ

北欧に学ぶ  好きな人ができたら、どうする？ アンネッテ  ヘアツォーク 晶文社 2019年9月 158/ﾍ

正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。 じゅえき太郎 東洋経済新報社 2019年10月 159.4/ｼﾞ

  リアルすぎる！仕事の悩みあるある図鑑

幸福な監視国家・中国 谷  懐 他 ＮＨＫ出版 2019年8月 316.1/ｶ

資本主義はいかに衰退するのか 根井  雅弘 ＮＨＫ出版 2019年8月 331.7/ﾈ

  ミーゼス、ハイエク、そしてシュンペーター

人口減少社会のデザイン 広井  良典 東洋経済新報社 2019年10月 334.3/ﾋ

部下の心が折れる前に読む本 社員がやめない会社」をつくる 刀禰  真之介 幻冬舎 2019年9月 336.4/ﾄ

  ５つのステップ

自殺対策白書 令和元年版 厚生労働省∥編集 全国官報 2019年9月 368.3/ｼﾞ/19

販売協同組合

少年の「問題」／「問題」の少年 逸脱する少年が幸せになるということ 松嶋  秀明 新曜社 2019年9月 368.7/ﾏ

介護職がいなくなる ケアの現場で何が起きているのか 結城  康博 岩波書店 2019年9月 369.1/ﾕ

数学オリンピック ２０１５～２０１９ 数学オリンピック財団∥監修 日本評論社 2019年9月 410.7/ｽ/15

疲れない大百科 女性専門の疲労外来ドクターが教える 工藤  孝文 ワニブックス 2019年4月 493.1/ｸ

大腸がん  病後のケアと食事 手術後・退院後のベストパートナー 上野  秀樹∥監修 法研 2019年9月 493.46/ﾀﾞ

最新治療データで探す名医のいる病院 永岡書店 2019年10月 498.16/ｻ/20

  あなたの街の頼れる病院が見つかる！ ２０２０ 完全保存版

図解早分かり！今こそ知りたい「賞味期限」の新常識 井出  留美∥監修 宝島社 2019年9月 498.54/ｽﾞ

きちんと知りたい！電気自動車メカニズムの基礎知識 飯塚  昭三 日刊工業新聞社 2019年9月 537.2/ｲ

  １６６点の図とイラストでＥＶのしくみの「なぜ？」がわかる！

ＰＡ入門 基礎が身に付くＰＡの教科書 小瀬  高夫 リットー 2019年9月 547.3/ｺ
ミュージック

はじめてのワイヤーデザイン リング＆ブレスレット 塚本  ミカ 日東書院本社 2019年9月 594/ﾂ/ｱｶ

クックパッド  夫婦ふたりでちょうどいいシニアごはん ２ 宝島社 2019年11月 596/ｸ/2

予約のとれない家政婦ｍａｋｏの超速（ちょっぱや）！３品ごはん ｍａｋｏ 学研プラス 2019年9月 596/ﾏ/ｵﾚ

  忙しい人のラクラク最速！しっかり献立！

やさしく知る産前・産後ケア 松峯  寿美 高橋書店 2019年9月 598.3/ﾏ

  産婦人科医が教える、ママと赤ちゃんこころとからだ

カスハラ モンスター化する「お客様」たち ＮＨＫ「クローズアップ現代＋」 文藝春秋 2019年8月 673.3/ｶ
取材班∥編著

『丸亀製麺』で学んだ超実直！史上最高の自分のつくりかた 小野  正誉 ゴマブックス 2019年10月 673.9/ｵ

マルシェのつくり方、使い方 運営者・出店者のための教科書 脇坂  真吏 学芸出版社 2019年9月 673/ﾜ

塩田千春  魂がふるえる 塩田  千春 美術出版社 2019年8月 702.1/ｼ

スマホで旅行写真  コツと裏ワザ もっときれいに撮れる！ 庄子  利男 青春出版社 2019年9月 743.5/ｼ

グリーンウッドワーク 生木で暮らしの道具を作る 久津輪  雅 学研プラス 2019年9月 754.3/ｸ

前頭葉を刺激！５０歳からの１分音読でボケない脳になる 古賀  良彦∥監修 ＰＨＰ研究所 2019年10月 809.4/ｾﾞ

日英・慣用句の文化事典 山田  雅重 丸善出版 2019年9月 833.4/ﾔ

大伴旅人 人と作品 中西  進∥編 祥伝社 2019年9月 911.1/ｵ

答えより問いを探して 高橋  源一郎 講談社 2019年8月 914.6/ﾀ

ヤットコスットコ女旅 室井  滋 小学館 2019年9月 914.6/ﾑ

ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。 幡野  広志 ポプラ社 2019年5月 916/ﾊ

子規３６５日 夏井  いつき 朝日新聞出版 2019年8月 B911/ﾏ

やってみなきゃ よろず相談屋繁盛記 野口  卓 講談社 2019年9月 BF/ﾉｸﾞ/4

●新着資料リスト●



富籤始末（とみくじしまつ） 江戸の御庭番 ４ 藤井  邦夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 BF/ﾌｼﾞ/4

マリアさま いしい  しんじ リトルモア 2019年9月 F/ｲｼ

湘南夫人 石原  慎太郎 講談社 2019年9月 F/ｲｼ

絶望スクール 池袋ウエストゲートパーク １５ 石田  衣良 文藝春秋 2019年9月 F/ｲｼ/15

ライオンのおやつ 小川  糸 ポプラ社 2019年10月 F/ｵｶﾞ

定価のない本 門井  慶喜 東京創元社 2019年9月 F/ｶﾄﾞ

あの日に帰りたい 駐在日記 小路  幸也 中央公論新社 2019年9月 F/ｼﾖ/2

Ｉの悲劇 米澤  穂信 文藝春秋 2019年9月 F/ﾖﾈ

〈ティーンズ〉

バムとケロのおかいもの 英語版 島田  ゆか 文溪堂 2019年9月 E/ｼ

５分後に超ハッピーエンド エブリスタ∥編 河出書房新社 2019年10月 SF/ｺﾞﾌ

〈児童〉

情報モラル学習 第１巻 ネット社会・しくみとルール 下村  正洋 ほか∥監修 理論社 2019年9月 00/ｼﾞ/1

情報モラル学習 第２巻 調べて使う・ネットのルール 下村  正洋 ほか∥監修 理論社 2019年9月 00/ｼﾞ/2

情報モラル学習 第３巻 友だちと使う・ＳＮＳのルール 下村  正洋 ほか∥監修 理論社 2019年9月 00/ｼﾞ/3

情報モラル学習 第４巻 生活で使う・家族のルール 下村  正洋 ほか∥監修 理論社 2019年9月 00/ｼﾞ/4

実験対決 ３１ 洪  鐘賢 朝日新聞出版 2019年9月 40/ｼﾞ/31

地球が危ない！プラスチックごみ 海洋プラスチック １ 幸運社∥編 汐文社 2019年9月 51/ﾁ

未来を変えるロボット図鑑 ルーシー  ロジャーズ 創元社 2019年9月 54/ﾐ
∥ほか監修

捨て犬・未来とどうぶつのお医者さん 今西  乃子 岩崎書店 2019年9月 64/ｲ

一年間だけ。２ 会えない時間もキミを 安芸  咲良  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 91/ｱ/2

モンスター・ホテルでオリンピック 柏葉  幸子 小峰書店 2019年9月 91/ｶ

ふしぎないどうどうぶつえん くさの  たき 金の星社 2019年9月 91/ｸ

秘密に満ちた魔石館 廣嶋  玲子 ＰＨＰ研究所 2019年8月 91/ﾋ

オオカミが来た朝 ジュディス  クラーク 福音館書店 2019年9月 93/ｸ

たまごにいちゃんとたまごじいさん あきやま  ただし 鈴木出版 2019年8月 E/ｱ

だいすきな先生へ ナンシー  カーペンター 評論社 2019年8月 E/ｶ

おおゆき 加藤  休ミ 鈴木出版 2019年10月 E/ｶ

パンのふわふわちゃん かとう  ようこ ひさかた 2019年9月 E/ｶ
チャイルド

巨大空港 鎌田  歩 福音館書店 2019年9月 E/ｶ

わんぱくだんのてんぐのすむやま 末崎  茂樹 ひさかた 2019年9月 E/ｽ
チャイルド

ゾウ ジェニ  デズモンド ＢＬ出版 2019年9月 E/ﾃﾞ

うんどうかいセブン ふくだ  いわお 世界文化社 2019年9月 E/ﾌ

おでんのおうさま 山本  祐司 ほるぷ出版 2019年9月 E/ﾔ

〈高千帆分館〉

２１世紀の街道レーサーＴｈｅ  ＡＬＢＵＭ ２ 永久保存版 モーター 2019年10月 537.9/ﾆ
マガジン社

全日本鉄道バス旅行地図帳 最新 ２０１９年版 小学館 2019年4月 686.2/ｾﾞ/2019

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



あたらしく購入した本　 （１１/３０～ １２/６） 2019年 12月7日作成

◇中央図書館

〈一般〉

山田  マキ ダイヤモンド社 2019年9月 159 /ﾔ

明智光秀と織田信長 歴史捜査 明智  憲三郎 宝島社 2019年9月 210.4/ｱ

「生類憐みの令」の真実 仁科  邦男 草思社 2019年9月 210.5/ﾆ

「異形」の古墳 朝鮮半島の前方後円墳 高田  貫太 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 221 /ﾀ

光文社 2019年11月 288.4/ｺ

登山口情報３２２ 中国５県 全国登山口調査会∥編 南々社 2019年9月 291.7/ﾄ

未来への大分岐 資本主義の終わりか、人間の終焉か？ マルクス  ガブリエル 集英社 2019年8月 304 /ﾐ

ルポ  トランプ王国 ラストベルト再訪 ２ 金成  隆一 岩波書店 2019年9月 312.5/ｶ/2

スーパー公務員直伝！糸島発！公務員のマーケティング力 岡  祐輔 学陽書房 2019年9月 318 /ｵ

日本の地方議会 都市のジレンマ、消滅危機の町村 辻  陽 中央公論新社 2019年9月 318.4/ﾂ

憲法九条は世界遺産 古賀  誠 かもがわ出版 2019年9月 323.1/ｺ

「国境なき医師団」になろう！ いとう  せいこう 講談社 2019年9月 329.3/ｲ

人間を幸福にしない資本主義 ポスト「働き方改革」 早川  行雄 旬報社 2019年10月 332.1/ﾊ

ビッグミステイク レジェンド投資家の大失敗に学ぶ マイケル  バトニック 日経ＢＰ 2019年9月 338.1/ﾊﾞ

消費税軽減税率・インボイス対応マニュアル ４訂版 熊王  征秀 日本法令 2019年9月 345.7/ｸ

はじめてのｉＤｅＣｏ ３０分でわかる！こ・れ・だ・け 宮﨑  哲也 秀和システム 2019年10月 366.4/ﾐ

鈴木  朋子 日経ＢＰ 2019年9月 367.6/ｽ

ルポ  シニア婚活 篠藤  ゆり 幻冬舎 2019年9月 367.7/ｼ

死ぬんじゃねーぞ！！ いじめられている君はゼッタイ悪くない 中川  翔子 文藝春秋 2019年8月 371.4/ﾅ

就職活動１冊目の教科書 「納得の内定」をめざす 就活塾キャリアアカデミー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 377.9/ｼ

宮尾  益知∥監修 河出書房新社 2019年9月 378 /ｴ

科学者が消える ノーベル賞が取れなくなる日本 岩本  宣明 東洋経済新報社 2019年10月 402.1/ｲ

左巻  健男∥監修 ＰＨＰ研究所 2019年10月 404 /ﾘ

理系力が身につく週末実験 身近な不思議を読み解く科学 尾嶋  好美 ＳＢクリエイティブ 2019年9月 407.5/ｵ

パーキンソン病 改訂版 織茂  智之∥監修 高橋書店 2019年9月 493.74/ﾊﾟ

いのちの終いかた 「在宅看取り」一年の記録 下村  幸子 ＮＨＫ出版 2019年9月 498.04/ｼ

たばこは悪者か？ ど～する？受動喫煙対策 村中  洋介 信山社 2019年8月 498.32/ﾑ

食べものが劣化する日本 命をつむぐ種子と安心な食を次世代へ 安田  節子 食べもの通信社 2019年9月 498.54/ﾔ

森  公任∥監修 三修社 2019年9月 520.9/ｽ

原発のない女川へ 地域循環型の町づくり 篠原  弘典∥編著 社会評論社 2019年9月 543.5/ｹﾞ

横山  光昭 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 591 /ﾖ

みそ玉 杉本  節子 ＮＨＫ出版 2019年9月 596 /ｽ

こんな雨の日に 映画「真実」をめぐるいくつかのこと 是枝  裕和 文藝春秋 2019年9月 778.2/ｺ

集まる！刺さる！ＳＮＳでウケる中国語 秋山  燿平 明日香出版社 2019年9月 826 /ｱ

アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー  モリス 双葉社 2019年9月 933.7/ﾓ

グレタ  たったひとりのストライキ グレタ  トゥーンベリ 海と月社 2019年10月 949.8/ｸﾞ

    人生１００年時代でも豊かに暮らす、資産と年金への向き合い方

理科の謎、きちんと説明できますか？ 文系もすっきり納得の２０話

横山先生！老後までに２０００万円ってほんとうに貯められますか？

すぐに役立つ最新建築基準法と私道・境界・日照権の法律とトラブル解決法

    家庭、勉強、友だち、進学……将来の不安を減らす ＬＤ〈学習障害〉の特性を理解して支援する本

ＬＤ〈学習障害〉の子どもが困っていること 親子で理解するＬＤの本

●新着資料リスト●

あ～！！！仕事も人間関係もいろいろめんどくさ！！！と思ったら読む人生をシンプルにする本

女性自身皇室ＳＰＥＣＩＡＬ即位記念号 雅子さま  輝く笑顔が時代をひらく！

親が知らない子どものスマホ イマドキ中高生驚きのＳＮＳ＆ネット事情



きみはだれかのどうでもいい人 伊藤  朱里 小学館 2019年9月 F /ｲﾄ

祝祭と予感 恩田  陸 幻冬舎 2019年10月 F /ｵﾝ

菊花の仇討ち 朝顔同心 梶  よう子 文藝春秋 2019年9月 F /ｶｼﾞ

某 川上  弘美 幻冬舎 2019年9月 F /ｶﾜ

スカーレット 連続テレビ小説 上 水橋  文美江 ブックマン社 2019年9月 F /ﾐｽﾞ

不実な美女か貞淑な醜女か 改版 米原  万里 新潮社 2019年8月 B801 /ﾖ

〈ティーンズ〉

白銀の墟  玄の月 第１巻 小野  不由美 新潮社 2019年10月 SBF /ｵﾉ/1

白銀の墟  玄の月 第３巻 小野  不由美 新潮社 2019年11月 SBF /ｵﾉ/3

白銀の墟  玄の月 第４巻 小野  不由美 新潮社 2019年11月 SBF /ｵﾉ/4

〈児童〉

ノーベル 賞にたくした平和と未来 岡本  拓司∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 28 /ﾉ

よるのまんなか おくはら  ゆめ 理論社 2019年9月 91 /ｵ

夢の森のティーパーティー 富安  陽子 偕成社 2019年10月 91 /ﾄ

２ひきのかえる にいみ  なんきち 理論社 2019年9月 91 /ﾆ

ラストで君は「まさか！」と言う 冬の物語 ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所 2019年10月 91 /ﾗ

いろいろクリスマスツリー おおで  ゆかこ アリス館 2019年11月 E /ｵ

おいで… 軽部  武宏 新日本出版社 2019年9月 E /ｶ

しろとくろ きくち  ちき 講談社 2019年9月 E /ｷ

かぜがふくふく 田島  征三 フレーベル館 2019年9月 E /ﾀ

おそろしいよる 殿内  真帆 鈴木出版 2019年9月 E /ﾄ

おおにしせんせい 長谷川  義史 講談社 2019年9月 E /ﾊ

はじめてのともだち ジャータカものがたり バーサンスレン  ボロルマー 小学館 2019年9月 E /ﾎﾞ

そっくりこ 村上  康成 ひかりのくに 2019年9月 E /ﾑ

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



あたらしく購入した本　 （１２/７～ １２/１３） 2019年 12月14日作成

◇中央図書館

〈一般〉

図書館システムのデータ移行問題検討会報告書 日本図書館協会図書館システム 日本図書館協会 2019年9月 013.8/ﾄ

  学習会「図書館システム個人パスワードの管理と移行の課題」記録 のデータ移行問題検討会∥編著

はじめよう！ブックコミュニケーション 響きあう教室へ 村中  李衣　他 金子書房 2019年11月 019.2/ﾑ

グリーフケアの時代 「喪失の悲しみ」に寄り添う 島薗  進 他 弘文堂 2019年8月 114.2/ｸﾞ

西田幾多郎  善の研究 人は誰もが生かされている 若松  英輔 ＮＨＫ出版 2019年10月 121.6/ﾆ

マンガでわかる認知行動療法 大野  裕 池田書店 2019年9月 146.8/ｵ

自分のせいだと思わない。 小池  一夫 ポプラ社 2019年9月 159/ｺ

  小池一夫の人間関係に執着しない２３３の言葉 

日本史総合年表 加藤  友康　他∥編 吉川弘文館 2019年10月 210/ﾆ

るるぶ冬の北海道 ’２０ ＪＴＢパブリッシング 2019年11月 291.1/ﾙ/2020

るるぶ青森 弘前  八戸  奥入瀬 ’２０ ＪＴＢパブリッシング 2019年12月 291.2/ﾙ/2020

４７都道府県の歴史と地理がわかる事典 伊藤  賀一 幻冬舎 2019年9月 291/ｲ

籠池家を囲むこんな人たち 籠池  佳茂 青林堂 2019年9月 312.1/ｶ

９条改憲 ４８の論点 清水  雅彦 高文研 2019年10月 323.1/ｼ

自分のことは話すな 仕事と人間関係を劇的によくする技術 吉原  珠央 幻冬舎 2019年7月 336.4/ﾖ/ﾋﾟﾝｸ

消費税が国を滅ぼす 富岡  幸雄 文藝春秋 2019年9月 345.1/ﾄ

まんが墓活 それでどうする、うちの墓？ 井上  ミノル １４０Ｂ 2019年9月 385.6/ｲ

科学の謎 研究者が悩む９９の素朴な疑問 日経ＢＰ 2019年11月 404/ｶ
マーケティング

クモのイト 中田  兼介 ミシマ社 2019年9月 485.7/ﾅ

時間の花束 幸せな出逢いに包まれて 三浦  百惠 日本ヴォーグ社 2019年8月 594.9/ﾐ/ｸﾞﾘ

子育て１年生 初めての育児  ３人家族の慌ただしい日常 ちひろ 主婦の友社 2019年10月 599/ﾁ

初中級者のためのオカリナが上手くなる方法 橋本  愛子∥編著 自由現代社 2019年9月 763.7/ｼ

  基本の持ち方から一歩上行く演奏表現まで、曲を吹きながら学べる！

永遠 君と僕との間に ＺＡＲＤ 他 幻冬舎 2019年10月 764.7/ｻ

希林さんといっしょに。 是枝  裕和 スイッチ 2019年9月 778.2/ｷ
・パブリッシング

ゴミ清掃員の日常 滝沢  友紀 講談社 2019年5月 779.1/ﾀ

みどりとなずな ねじめ  正一∥俳句 クレヨンハウス 2019年9月 911.3/ﾈ/ﾁｬ

「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 角野  栄子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 914.6/ｶ

金の悪夢 日雇い浪人生活録 ８ 上田  秀人 角川春樹事務所 2019年11月 BF/ｳｴ/8

明智光秀 小説集 菊池  寛∥〔ほか〕著 作品社 2019年9月 F/ｱｹ

オーガ（ニ）ズム 阿部  和重 文藝春秋 2019年9月 F/ｱﾍﾞ

Ｍ 愛すべき人がいて 小松  成美 幻冬舎 2019年7月 F/ｺﾏ

まほり 高田  大介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 F/ﾀｶ

オートリバース 高崎  卓馬 中央公論新社 2019年9月 F/ﾀｶ

罪と祈り 貫井  徳郎 実業之日本社 2019年9月 F/ﾇｸ

鎮魂 ハルの生涯 古川  貞二郎 文藝春秋 2019年9月 F/ﾌﾙ

逃亡小説集 吉田  修一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 F/ﾖｼ

●新着資料リスト●



〈児童〉

魔女のいじわるラムネ 草野  あきこ ＰＨＰ研究所 2019年10月 91/ｸ

きほんの木 大きくなる 姉崎  エミリー アリス館 2019年9月 65/ｱ

あいぼうはどこへ？ スティーヴィ  ルイス イマジネイション 2019年9月 E/ﾙ

  ニューヨークのとしょかんにいる２とうのライオンのおはなし ・プラス

えんそくねこねこ 長野  ヒデ子 チャイルド本社 2019年10月 E/ﾅ

ほら、ここにいるよ このちきゅうでくらすためのメモ オリヴァー  ジェファーズ ほるぷ出版 2019年9月 E/ｼﾞ

どんと来い！三途の川 折原  由美子∥脚本 雲母書房 2019年9月 C

ＮＨＫ  スマホ・リアル・ストーリー ＮＨＫ「スマホ  リアル 岩崎書店 2019年9月 00/ｴ

  知らないとこわい！スマホ・ＳＮＳとの正しいつきあいかた ストーリー」制作班∥編

古墳のなぞがわかる本 河野  正訓∥監修 岩崎書店 2019年9月 21/ｺ

いざというとき自分を守る防災の本 １ そのときどうする  地震 防災問題研究会∥編 岩崎書店 2019年9月 36/ｲ/1

いざというとき自分を守る防災の本 ２ そのときどうする  台風 防災問題研究会∥編 岩崎書店 2019年9月 36/ｲ/2

なんでもはかれる！単位の本 石倉  ヒロユキ∥編著 岩崎書店 2019年9月 60/ｲ

ゆめみるどうぶつたち イザベル  シムレール 岩波書店 2019年9月 E/ｼ

だれも知らない時間 いもと  ようこ 金の星社 2019年8月 E/ｲ

なんみんってよばないで。 ケイト  ミルナー 合同出版 2019年9月 E/ﾐ

アサギマダラの手紙 横田  明子 国土社 2019年9月 91/ﾖ

世の中のしくみ キミはどっちを選ぶ？ 小学校社会科授業づくり研究会 誠文堂新光社 2019年10月 30/ﾖ

  大人でも答えられない社会の難問に向き合おう

おれがいちばん  かけあしオオカミ 内田  麟太郎∥脚本 童心社 2019年11月 C

サン・サン・サンタひみつきち かこ  さとし 白泉社 2019年9月 E/ｶ

きのこのばけもの 日本民話 石川  えりこ 鈴木出版 2019年9月 E/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　 （１２/１４～ １２/２０） 2019年 12月21日作成

◇中央図書館

〈一般〉

副作用あります！？人生おたすけ処方本 三宅  香帆 幻冬舎 2019年9月 019.9/ﾐ

「からだ」という神様 新時代における心身の癒し方 保江  邦夫 ビオ・マガジン 2019年12月 147 /ｶ

令和誕生 退位・改元の黒衣たち 読売新聞政治部 新潮社 2019年10月 288.4/ﾚ

マンガでわかるＳＤＧｓ

2019年9月 331 /ﾏ

未完の資本主義 テクノロジーが変える経済の形と未来 ポール・クルーグマン ＰＨＰ研究所 2019年9月 332 /ﾐ

教育改革のやめ方 考える教師、頼れる行政のための視点 広田  照幸 岩波書店 2019年9月 373.1/ﾋ

がん消滅 中村  祐輔 講談社 2019年9月 494.5/ﾅ

麹 手づくりみそ、甘酒、塩麹 真藤  舞衣子 ＮＨＫ出版 2019年9月 596 /ｼ

日本一おいしい煮もの ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 596 /ﾆ

はじめての「ホットクック」レシピ ラクにおいしく無水調理！ エダジュン 世界文化社 2019年9月 596 /ﾊ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 599.3 /ｻ

接客の鬼１００則 柴田  昌孝 明日香出版社 2019年9月 673.1/ｼ

バンクシー  壊れかけた世界に愛を 吉荒  夕記 美術出版社 2019年9月 723.3/ﾊﾞ

いだてん 完結編 ＮＨＫ出版 2019年11月 778.8/ｲ

世界文化社 2019年11月 783.4/ﾗ

本と幸せ 複合媒体資料 北村  薫 新潮社 2019年9月 914.6/ｷ

終わりなき探求 パール・Ｓ・バック 国書刊行会 2019年10月 933.7/ﾊﾞ

大内義隆 類葉武徳の家を称し、大名の器に載る 藤井  崇 ミネルヴァ書房 2019年10月 Y289 /ｵ

ムゲンのｉ 上 知念  実希人 双葉社 2019年9月 F /ﾁﾈ

ムゲンのｉ 下 知念  実希人 双葉社 2019年9月 F /ﾁﾈ

巡礼の家 天童  荒太 文藝春秋 2019年10月 F /ﾃﾝ

緋色のマドンナ 陶芸家・神山清子物語 那須田  淳 ポプラ社 2019年9月 F /ﾅｽ

愚か者の身分 西尾  潤 徳間書店 2019年9月 F /ﾆｼ

みちづれの猫 唯川  恵 集英社 2019年11月 F /ﾕｲ

アンジュと頭獅王 吉田  修一 小学館 2019年10月 F /ﾖｼ

毒 青酸カリからギンナンまで 船山  信次 ＰＨＰ研究所 2019年10月 B491.59/ﾌ

奇跡のチーム ラグビー日本代表、南アフリカに勝つ 生島  淳 文藝春秋 2019年9月 B783 /ｲ

季語うんちく事典 新海  均 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 B911 /ｷ

メインテーマは殺人 アンソニー・ホロヴィッツ 東京創元社 2019年9月 B933 /ﾎ

秋山善吉工務店 中山  七里 光文社 2019年8月 BF /ﾅｶ

〈ティーンズ〉

アンチ ヨナタン・ヤヴィン 岩波書店 2019年9月 S929 /ﾔ

ブラッククローバー  ユノの書 ジョニー音田 集英社 2019年10月 SF /ｼﾞﾖ
空は逃げない まはら  三桃 小学館 2019年9月 SF /ﾏﾊ
ブラック校則 涌井  学 小学館 2019年10月 SBF /ﾜｸ

３６５日マネするだけ離乳食 離乳食はこの１冊でまるごと解決！ １日１ページ見たままマネするだけ！

手作り離乳食ｂｙ  ｎｉｎａｒｕ∥レシピ監修

ラグビージャパンメモリアルフォトブック 日本代表激闘の軌跡 あのＷ杯の興奮と感動が蘇る！永久保存版ビジュアルブック

●新着資料リスト●

ＰＨＰエディターズ・グループ

ＳＤＧｓビジネス総合研究所経営戦略会議∥監修



〈児童〉

日本のスゴイ科学者 ２９人が教える発見のコツ 日本科学未来館∥編著 朝日学生新聞社 2019年10月 40 /ﾆ

やりすぎ絶滅いきもの図鑑 今泉  忠明∥監修 宝島社 2019年9月 48 /ﾔ

三つ子になった雲 難病とたたかった子どもの物語 舩後  靖彦 日本地域社会研究所 2019年10月 49 /ﾌ

みかん、好き？ 魚住  直子 講談社 2019年9月 91 /ｳ

きつねの橋 久保田  香里 偕成社 2019年9月 91 /ｸ

菜の子ちゃんとマジムンの森 富安  陽子 福音館書店 2019年10月 91 /ﾄ

水の絵本 荒井  良二 講談社 2019年8月 E /ｱ

ねこの結婚式 いもと  ようこ 金の星社 2019年9月 E /ｲ

こどもかいぎ 北村  裕花 フレーベル館 2019年9月 E /ｷ

こわくなったらやってみて！ オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ 主婦の友社 2019年10月 E /ｼ

あいうえあそぼうとしょかんで スギヤマ  カナヨ 子どもの未来社 2019年10月 E /ｽ

やさいのがっこう キャベツくんおはなになる？ なかや  みわ 白泉社 2019年10月 E /ﾅ

パンふわふわ 彦坂  有紀 講談社 2019年9月 E /ﾋ

クリスマスのおおきなくつした おおとも  やすお 童心社 2019年12月 C /ｷﾞｮｳｼﾞ

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



あたらしく購入した本　 （１２/２１～ １２/２７） 2019年 12月28日作成

◇中央図書館

〈一般〉

学校図書館ひらめきアイデアノート 竹内  純子 少年写真新聞社 2019年10月 017.2/ﾀ

ゆがむメディアゆがむ社会 ポピュリズムの時代をふまえて 北口  末広 解放出版社 2019年10月 070.1/ｷ

逆説の世界史 ３ 井沢  元彦 小学館 2019年10月 209/ｲ/3

明智光秀ゆかりの地を歩く サンライズ出版∥編 サンライズ出版 2019年10月 289.1/ｱ

明智光秀は二人いた！ 跡部  蛮 双葉社 2019年10月 289.1/ｱ

民主主義は終わるのか 瀬戸際に立つ日本 山口  二郎 岩波書店 2019年10月 311.7/ﾔ

安倍「一強」の秘密 石橋  文登 飛鳥新社 2019年7月 312.1/ｲ

文在寅という災厄 武藤  正敏 悟空出版 2019年7月 312.2/ﾑ

全日本おつかれ公務員 人間関係と組織のモヤモヤがスーッと晴れる本 町田  智弥 学陽書房 2019年9月 318.3/ﾏ

今、韓国で起こっていること 「反日批判」の裏側に迫る シンシアリー 扶桑社 2019年8月 319/ｼ

なぜ元公務員はいっぺんにおにぎり３５個を万引きしたのか 北尾  トロ プレジデント社 2019年10月 327.6/ｷ

マンガでわかる未来の年表 水上  航∥漫画 講談社 2019年10月 334.3/ﾐ

ＡＩ、スマホ、チャットでつくる働きやすい職場 日経ｘＴＥＣＨ∥編 日経ＢＰ 2019年11月 336.5/ｴ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

  デジタルで仕事が“ササっと終わる”アイデア満載 マーケティング

高校生の就職活動オールガイド ’２１年版 加藤  敏明∥監修 成美堂出版 2019年11月 366.2/ｺ/ｷ

「同一労働同一賃金」のすべて 水町  勇一郎 有斐閣 2019年9月 366.4/ﾐ

最新入管法・外国人雇用の法律  しくみと手続き 事業者必携 服部  真和　他∥監修 三修社 2019年9月 366.8/ｻ

ＡＬＳＯＫが教えるおひとり女子が自分を守るための本 ＡＬＳＯＫ∥監修 主婦の友社 2019年10月 368.6/ｱ

造形道具の知識と技能が楽しくしぜんに育つ本 竹井  史 メイト 2019年8月 376.1/ﾀ

  幼児期の終わりまでに身につけたい

スマホをおいて、ぼくをハグして！ 司馬  理英子 主婦の友社 2019年11月 378/ｼ

  〈発達障害〉気持ちが伝わる“かわいがる”子育て 

  『のび太・ジャイアン症候群』から２０年

世界の少数民族 イアゴ  コラッツァ　他 日経ＢＰ 2019年10月 382/ｺ
マーケティング

「ファインマン物理学」を読む 量子力学と相対性理論を中心として 竹内  薫 講談社 2019年10月 421.3/ﾀ

月のこよみ ２０２０ 相馬  充∥監修 誠文堂新光社 2019年10月 446/ﾂ/20

鉱物語り（いしがたり） エピソードで読むきれいな石の本 藤浦  淳 創元社 2019年10月 459/ﾌ

シリーズ人体  遺伝子 健康長寿、容姿、才能まで秘密を解明！ ＮＨＫスペシャル「人体」取材班 講談社 2019年9月 491.3/ｴ

Ｑ＆Ａでわかる子どものネット依存とゲーム障害 樋口  進 少年写真新聞社 2019年10月 493.74/ﾋ

がんになったらまず読む本 保坂  隆 朝日新聞出版 2019年10月 494.5/ﾎ

  これだけ知っておけば、治療も生活も迷わない

乳がん治療をのりきる生活・食事・お金 おいしいレシピつき 山内  英子∥監修 主婦の友社 2019年11月 495.46/ﾆ

ＳＮＳ変遷史 「いいね！」でつながる社会のゆくえ 天野  彬 イースト・プレス 2019年10月 547.4/ｱ

夫が知らない家事リスト 野々村  友紀子 双葉社 2019年9月 590.4/ﾉ

１０分でキレイに結ぶ帯結びの基本 自分で結ぶ結んであげる 弓岡  勝美∥監修 世界文化社 2019年10月 593.8/ｼﾞ

フォーマルウェアの教科書〈洋装・和装 横山  宗生　他 ネコ・パブリッシング 2019年9月 593/ﾌ

ＨＯＭＥ  ＰＡＲＴＹ 和を楽しむ食卓１２か月 江川  晴子 世界文化社 2019年10月 596/ｴ/ｱｶ

おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理 上島  亜紀 成美堂出版 2019年12月 596/ｶ/ｱｶ

夜９時からの、癒しのスープ 髙山  かづえ 成美堂出版 2019年11月 596/ﾀ/ｼﾛ

「地域の人」になるための８つのゆるい方法 まちのメディアを使う・学ぶ 河井  孝仁∥編著 彩流社 2019年10月 601.1/ﾁ

奇跡の集落やねだんを取材した日々 山縣  由美子 羽鳥書店 2019年10月 601.1/ﾔ

老犬たちの涙 “いのち”と“こころ”を守る１４の方法 児玉  小枝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 645.6/ｺ

老いの重荷は神の賜物 樹木  希林 集英社 2019年9月 778.2/ｷ

藤田浩子の新聞紙・牛乳パック・おりがみでおはなし ４ 藤田  浩子∥編著 一声社 2019年11月 798/ﾌ

すぐに話せる！韓国語会話 金  孝珍∥監修 ナツメ社 2019年11月 829.1/ｽ

あまんきみこと教科書作品を語らう あまん  きみこ　他 東洋館出版社 2019年8月 909/ｱ

明智光秀の近世 狂句作者は光秀をどう詠んだか 綿抜  豊昭 桂書房 2019年9月 911.4/ﾜ

迷いながら生きていく 五木  寛之 ＰＨＰ研究所 2019年10月 914.6/ｲ

●新着資料リスト●



ひみつのしつもん 岸本  佐知子 筑摩書房 2019年10月 914.6/ｷ

『ハリー・ポッター』について論文を書きたいので、 佐藤  飛美 小鳥遊書房 2019年10月 930.2/ｻ

  教授、授業の題材にしませんか？

みんなの皇室 日本人が知っておくべき令和の新常識 竹元  正美 光文社 2019年10月 B288/ﾀ

続揺 禁裏付雅帳 ９ 上田  秀人 徳間書店 2019年10月 BF/ｳｴ/9

トラブルメーカー 警視庁捜査二課・郷間班 梶永  正史 宝島社 2019年9月 BF/ｶｼﾞ

ホーンテッド・キャンパス 夜を視る、星を撒く 〔１６〕 櫛木  理宇 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 BF/ｸｼ/16

相棒 ｓｅａｓｏｎ１７  上 輿水  泰弘 朝日新聞出版 2019年10月 BF/ｺｼ/17

渡世人 大江戸閻魔帳 ３ 藤井  邦夫 講談社 2019年10月 BF/ﾌｼﾞ/3

怪盗探偵山猫 深紅の虎 神永  学 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年9月 F/ｶﾐ

純、文学 北野武第一短篇集 北野  武 河出書房新社 2019年10月 F/ｷﾀ

奔る男（はしるおとこ） 小説  金栗四三 堂場  瞬一 中央公論新社 2019年10月 F/ﾄﾞｳ

鬼人幻燈抄 江戸編 中西  モトオ 双葉社 2019年10月 F/ﾅｶ/2

風神雷神 Ｊｕｐｐｉｔｅｒ，Ａｅｏｌｕｓ 上 原田  マハ ＰＨＰ研究所 2019年11月 F/ﾊﾗ

風神雷神 Ｊｕｐｐｉｔｅｒ，Ａｅｏｌｕｓ 下 原田  マハ ＰＨＰ研究所 2019年11月 F/ﾊﾗ

記憶の盆をどり 町田  康 講談社 2019年9月 F/ﾏﾁ

怪談飯屋古狸 輪渡  颯介 講談社 2019年10月 F/ﾜﾀ

〈ティーンズ〉

ＯＨ  ＮＯ！ 川原  瑞丸 偕成社 2019年11月 E/ｶ

鬼滅の刃 片羽の蝶 〔２〕 矢島  綾　他 集英社 2019年10月 SF/ﾔｼﾞ/2

〈児童〉

日本史探偵コナン  シーズン２ １ 恐竜発見 悠久の前世紀 山㟁  栄一　ほか∥まんが 小学館 2019年10月 21/ｱ/1

日本史探偵コナン  シーズン２ ２ 古墳誕生 誓いの双翼 狛枝  和生∥まんが 小学館 2019年10月 21/ｱ/2

安倍晴明 加来  耕三∥企画  構成  監修 ポプラ社 2019年10月 28/ｱ

お札に描かれる偉人たち 渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎 楠木  誠一郎 講談社 2019年10月 28/ｸ

マジナンデス ぼくたちのすごいひみつ、おしえます！ 今泉  忠明∥監修 学研プラス 2019年10月 48/ﾏ

プログレッシブ小学英和辞典 吉田  研作∥編 小学館 2019年10月 83/ﾌﾟ

プログレッシブ小学和英辞典 吉田  研作∥編 小学館 2019年10月 83/ﾌﾟ

だれもしらない図書館のひみつ 北川  チハル 汐文社 2019年9月 91/ｷ

ごめんなさい！ いもと  ようこ 金の星社 2019年9月 E/ｲ

かがみとチコリ 及川  賢治 講談社 2019年10月 E/ｵ

スモンスモン ソーニャ  ダノウスキ 岩波書店 2019年10月 E/ﾀﾞ

みんなのおすし はらぺこめがね ポプラ社 2019年10月 E/ﾊ

ムーミントロールと金のはっぱ トーベ  ヤンソン　ほか 徳間書店 2019年10月 E/ﾔ

まめざらちゃん よしむら  めぐ 白泉社 2019年9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　 （１/４～ １/１０） 2020年 1月11日作成

◇中央図書館

〈一般〉

一億三千万人のための『論語』教室 高橋  源一郎 河出書房新社 2019年10月 123.8/ｺ

悩めるローマ法王フランシスコの改革 秦野  るり子 中央公論新社 2019年10月 198.2/ﾌ

福音派とは何か？ トランプ大統領と福音派 鈴木  崇巨 春秋社 2019年10月 198.3/ｽ

「日本国紀」の天皇論 百田  尚樹 産経新聞出版 2019年10月 210.1/ﾋ

実録・天皇記 大宅  壮一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 288.4/ｵ

ウィーン  プラハ・ブダペスト 〔２０１９〕 昭文社 2019年11月 293 /ｳ

生きづらさに立ち向かう 前川  喜平 岩波書店 2019年10月 304 /ｲ

〈危機〉の正体 佐藤  優 講談社 2019年10月 304 /ｻ

日経大予測 ２０２０ 日本経済新聞社∥編

2019年10月 304 /ﾆ

「徴用工問題」とは何か？ 韓国大法院判決が問うもの 戸塚  悦朗 明石書店 2019年10月 319.2/ﾄ

失敗しない遺言とお墓のはなし 人生１００年時代の安心を！ 楠部  亮太∥監修

2019年10月 324.7/ｼ

冤罪白書 ２０１９

燦燈出版 2019年10月 327.6/ｴ

あっという間にかんたん確定申告 令和２年３月１６日締切分 山本  宏∥監修 技術評論社 2019年10月 336 /ｱ

山本  宏∥監修 技術評論社 2019年10月 336 /ﾈ

佐藤  正明 ダイヤモンド社 2019年10月 364.6/ｻ

北林  陽児 翔泳社 2019年10月 369 /ｷ

ＤＩＹ葬儀ハンドブック 遺体搬送から遺骨の供養まで 松本  祐貴

2019年10月 385.6/ﾏ

誰が科学を殺すのか 科学技術立国「崩壊」の衝撃

毎日新聞出版 2019年10月 407 /ﾏ

数学の世界 楽しみながら科学と数学に強くなろう 増補第３版 ニュートンプレス 2019年11月 410 /ｽ

木下  敬弘∥監修 学研プラス 2019年10月 493.45/ｲ

塩澤  学∥監修 学研プラス 2019年10月 493.46/ﾀﾞ

国立がん研究センターの正しいがん検診 信頼度ナンバーワン！ 中山  富雄∥監修 小学館 2019年11月 494.5/ｺ

宮本  知明 ぱる出版 2019年11月 498.3/ﾐ

かずのすけ 主婦の友社 2019年11月 595.5/ｶ

野村重存と巡る水彩スケッチ旅 森と水と街並を描く 野村  重存 日貿出版社 2019年10月 724.4/ﾉ

ＨＩＲＯＫＯ 河出書房新社 2019年10月 754.9/ﾋ

黒いマヨネーズ 吉田  敬 幻冬舎 2019年2月 779.1/ﾖ

芸人と影 ビートたけし 小学館 2019年12月 779.9/ﾋﾞ

渡辺  令恵∥監修 メイツ出版 2019年10月 798 /ﾃﾞ

短歌の詰め合わせ 東  直子 アリス館 2019年10月 911.1/ﾋ

万葉集であるく奈良 上野  誠 新潮社 2019年10月 911.1/ﾏ

８４歳の母さんがぼくに教えてくれた大事なこと 辻  仁成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 914.6/ﾂ

テレビドラマよ永遠に 鯨  統一郎 光文社 2019年10月 F /ｸｼﾞ

トリニティ、トリニティ、トリニティ 小林  エリカ 集英社 2019年10月 F /ｺﾊﾞ

ツナグ  想い人の心得 辻村  深月 新潮社 2019年10月 F /ﾂｼﾞ

ＤＶＤでわかる百人一首競技かるた永世クイーンが教える必勝ポイント 複合媒体資料

ハンドメイドポップアップの本 世界でひとつ、飛びだすカードの作りかた

美肌成分事典 化粧品選びの常識が変わる！ キレイになりたい人も勉強したい人ももう悩まない！誰でもわかる

２０００万円不足時代の年金を増やす術５０ 誰でも知識ゼロでトクする方法

認知症の人と一緒に作るアルバム自分史 症状が緩和され笑顔が戻る魔法のケア

駒草出版株式会社ダンク出版事業部

毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班

胃を切った人のための毎日おいしいレシピ２５０ 一部摘出・全摘出の方も

大腸を切った人のための毎日おいしいレシピ２００ 手術後すぐから、普通の食事まで

薬に頼らない！自然治癒力を高める本 クスリを手に取る前に、あなたにできること

●新着資料リスト●

日本経済新聞出版社

税務研究会出版局

冤罪白書』編集委員会∥編

年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和２年３月１６日締切分



生命式 村田  沙耶香 河出書房新社 2019年10月 F /ﾑﾗ

温泉まんが 山田  英生∥編 筑摩書房 2019年10月 B726 /ｵ

加藤一二三の詰将棋 直感精読 加藤  一二三 マイナビ出版 2019年10月 B796 /ｶ

珈琲店タレーランの事件簿 コーヒーカップいっぱいの愛 ６ 岡崎  琢磨 宝島社 2019年11月 BF/ｵｶ/6

Ｒ．Ｓ．ヴィラセニョール 乙川  優三郎 新潮社 2019年11月 BF/ｵﾄ

金継ぎの家 あたたかなしずくたち ほしお  さなえ 幻冬舎 2019年10月 BF/ﾎｼ

破滅の刑死者 内閣情報調査室「特務捜査」部門ＣＩＲＯ－Ｓ ２ 吹井  賢 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 BF/ﾌｸ/2

塩田の村 「有光家文書」の中世的世界 平瀬  直樹 清文堂出版 2019年10月 Y217 /ﾋ

〈ティーンズ〉

中学生・高校生の仕事ガイド ２０２０－２０２１年版 進路情報研究会∥編 桐書房 2019年10月 S366 /ﾁ

空の青さを知る人よ  Alternative Melodies 超平和バスターズ∥原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 SBF /ﾐｻ

〈児童〉

古代遺跡のサバイバル １ 洪  在徹 朝日新聞出版 2019年10月 20 /ﾎ/1

国谷  裕子∥監修 文溪堂 2019年11月 33 /ｸ/1

シャーロック・ホームズの挑戦 コナン  ドイル∥原作 学研プラス 2019年8月 72 /ｺ

きみひろくん いとう  みく くもん出版 2019年11月 91 /ｲ

ぽかぽかゆずおふろ あおき  ひろえ ほるぷ出版 2019年10月 E /ｱ

そんなにみないでくださいな ａｃｃｏｔｏｔｏ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 E /ｱ

かなしみがやってきたらきみは エヴァ  イーランド ほるぷ出版 2019年10月 E /ｲ

うらしまたろう 狩野  富貴子 ひかりのくに 2019年11月 E /ｶ

みーんなねちゃった？ オードレイ  プシエ ＢＬ出版 2019年10月 E /ﾌﾟ

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

国谷裕子とチャレンジ！未来のためのＳＤＧｓ 「人間」に関するゴール １



あたらしく購入した本　 （１/１１～ １/１７） 2020年 1月18日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＡＩ以後 変貌するテクノロジーの危機と希望 丸山  俊一　他∥編著 ＮＨＫ出版 2019年10月 007.1/ｴ

新たなＡＩ大国 その中心に「人」はいるのか？ オラフ  グロス　他 講談社 2019年12月 007.1/ｸﾞ

ネットは社会を分断しない 田中  辰雄　他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 007.3/ﾀ

学校司書研修ガイドブック 現場で役立つ２３のプログラム 学校図書館まなびの会 玉川大学出版部 2019年10月 017/ｶﾞ

「学校図書館ガイドライン」活用ハンドブック 実践編 堀川  照代∥編著 悠光堂 2019年10月 017/ｶﾞ

子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 岡崎  一実　他∥共編 紀伊國屋書店 2019年10月 019.5/ｺ

  解説＆ブックガイド４００

ミシェル・フーコー 自己から脱け出すための哲学 慎改  康之 岩波書店 2019年10月 135.5/ﾌ

８７歳と８５歳の夫婦  甘やかさない、ボケさせない 神津  善行　他 幻冬舎 2019年10月 159.7/ｺ

関ケ原合戦は「作り話」だったのか 渡邊  大門 ＰＨＰ研究所 2019年9月 210.4/ﾜ

  一次史料が語る天下分け目の真実

樺太地上戦 終戦後７日間の悲劇 ＮＨＫスペシャル取材班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 210.7/ｴ

秘録  退位改元 官邸ＶＳ．宮内庁の攻防１０００日 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 2019年10月 288.4/ｱ

今、行きたい！日本の絶景大事典１０００ 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版 2019年10月 291/ｲ

中国でいま何が起きているのか 邱  海涛（きゅう  かいとう 徳間書店 2019年10月 302.2/ｷ

  米中激突、香港デモ、経済ショック…

  激動の中国社会を現地レポート

世界のニュースを日本人は何も知らない 谷本  真由美 ワニブックス 2019年10月 302/ﾀ

世界中の子どもの権利をまもる３０の方法 国際子ども権利センター　他∥編 合同出版 2019年10月 316.1/ｾ

  だれひとり置き去りにしない！

ヘイト・スピーチと地方自治体 共犯にならないために 前田  朗 三一書房 2019年10月 316.8/ﾏ

指定管理者制度問題解決ハンドブック 宮脇  淳∥編著 東洋経済新報社 2019年10月 318/ｼ

全国市町村要覧 令和０１年版 市町村要覧編集委員会∥編 第一法規 2019年11月 318/ｾﾞ/19

北方領土はなぜ還ってこないのか 名越  健郎 海竜社 2019年10月 319.1/ﾅ

  安倍・プーチン日露外交の誤算

説明の技術見るだけノート 鶴野  充茂∥監修 宝島社 2019年11月 336.4/ｾ/ﾋﾟﾝｸ

  「何が言いたいの？」ともう言わせない！

思考法図鑑 アンド 翔泳社 2019年10月 336/ｱ/ﾋﾟﾝｸ

  ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプローチ６０

アプリでかんたん確定申告 村井  隆紘　他 技術評論社 2019年10月 336/ﾑ/ﾐﾄﾞﾘ

  青色申告をラクに済ませるｆｒｅｅｅの使い方から節税のコツまで

金持ち父さんの「これがフェイクだ！」 ロバート  キヨサキ 筑摩書房 2019年10月 338/ｷ

  格差社会を生き抜くために知っておきたいお金の真実

退職代行 「辞める」を許さない職場の真実 小澤  亜季子 ＳＢクリエイティ 2019年10月 366.2/ｵ

これ１冊でぜんぶわかる！労働時間制度と３６協定 神内  伸浩 労務行政 2019年10月 366.3/ｶ

外国人労働者受け入れを問う 新版 宮島  喬　他 岩波書店 2019年10月 366.8/ﾐ

過労死１１０番 働かせ方を問い続けて３０年 森岡  孝二　他∥編 岩波書店 2019年10月 366.9/ｶ

「本当の豊かさ」はブッシュマンが知っている ジェイムス  スーズマン ＮＨＫ出版 2019年10月 382.4/ｽ

二人に一人がガンになる 村上  和巳 マイナビ出版 2019年10月 494.5/ﾑ

  知っておきたい正しい知識と最新治療

皮膚科専門医が見た！ざんねんなスキンケア４７ 安部  正敏 学研プラス 2019年11月 494.8/ｱ

日本人の病気と食の歴史 長寿大国が歩んだ苦難の道 奥田  昌子 ベストセラーズ 2019年10月 498.5/ｵ

職場の「しんどい」がスーッと消え去る大全 井上  智介 大和出版 2019年8月 498.8/ｲ/ﾑﾗｻｷ

間違いだらけのクルマ選び ２０２０年版 島下  泰久 草思社 2019年12月 537/ｼ/20

５Ｇワールドへようこそ！ 日経ｘＴＥＣＨ∥編 日経ＢＰマーケティング 2019年11月 547.5/ﾌ

  ビジネスリーダーが知りたい「５Ｇ」のすべて

今日、僕の家にロボットが来た。 上出  寛子　他∥編著 北大路書房 2019年9月 548.3/ｷ

  未来に安心をもたらすロボット幸学との出会い

マンガでわかる赤ちゃんが病気のときあわてない本 主婦の友社∥編 主婦の友社 2019年10月 598.3/ﾏ

●新着資料リスト●



  もうネット情報に迷わない！ 保存版

高齢ドライバーに運転をやめさせる２２の方法 川畑  信也 小学館 2019年11月 681.3/ｶ

スマホ使いこなしてる？ こいし  ゆうか マガジンハウス 2019年10月 694.6/ｺ

アナウンサーという仕事 尾川  直子 青弓社 2019年10月 699.3/ｵ

高倉健、その愛。 小田  貴月 文藝春秋 2019年10月 778.2/ﾀ

円谷幸吉  命の手紙 松下  茂典 文藝春秋 2019年10月 782.3/ﾂ

希望という名のアナログ日記 角田  光代 小学館 2019年11月 914.6/ｶ

倒れるときは前のめり ふたたび 有川  ひろ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 914/ｱ/2

アナと雪の女王  だいじょうぶ。私は、私のままで生きる ウイザード  ノリリー 講談社 2019年10月 B159/ﾉ

ひとり旅日和 秋川  滝美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 F/ｱｷ

火のないところに煙は 芦沢  央 新潮社 2018年6月 F/ｱｼ

荒城に白百合ありて 須賀  しのぶ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年11月 F/ｽｶﾞ

目を見て話せない 似鳥  鶏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 F/ﾆﾀ

〈ティーンズ〉

あの夏ぼくは天使を見た 焦茶∥絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 S726/ｺ

うるさく，しずかに，ひそひそと 音がきこえてくる絵本 ロマナ  ロマニーシン 他 河出書房新社 2019年10月 S726/ﾛ
目で見てかんじて 世界がみえてくる絵本 ロマナ  ロマニーシン 河出書房新社 2019年11月 S726/ﾛ
ＨＵＭＡＮ  ＬＯＳＴ  人間失格 ノベライズ 太宰治『人間失格』より 葵  遼太 新潮社 2019年11月 SBF/ｱｵ
５分後に猛毒なラスト エブリスタ∥編 河出書房新社 2019年10月 SF/ｺﾞﾌ

〈児童〉

明智光秀 織田信長をたおした、なぞ多き武将 河合  敦∥監修 集英社 2019年11月 28/ｱ

「もしも」のときに役に立つ！ ３ 今泉  マユ子 フレーベル館 2019年10月 36/ｲ/3

  防災クッキング 自分を守る！食べもののそなえとじゅんび

食品ロスの大研究 なぜ多い？どうすれば減らせる？ 井出  留美∥監修 ＰＨＰ研究所 2019年11月 51/ｼ

モノクロームの不思議 斉藤  洋 静山社 2019年9月 91/ｻ

りんごぽとん 新井  洋行 ＷＡＶＥ出版 2019年10月 E/ｱ

ながーい５ふん  みじかい５ふん オリヴィエ  タレック 光村教育図書 2019年10月 E/ﾀ

〈高千帆分館〉

不良という矜持 下重  暁子 自由国民社 2019年10月 159/ｼ

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



あたらしく購入した本　 （１/１８～ １/２４） 2020年 1月25日作成

◇中央図書館

〈一般〉

１３歳からのジャーナリスト 社会正義を求め世界を駆ける 伊藤  千尋 かもがわ出版 2019年11月 070.1/ｲ

人生１００年時代の覚悟の決め方 人生を豊かにする哲学 小川  仁志 方丈社 2019年11月 104 /ｵ

有川  真由美 毎日新聞出版 2019年10月 159 /ｱ

はじめての韓国仏教 歴史と現在 佐藤  厚 佼成出版社 2019年10月 182.2/ｻ

なぜ歴史を学ぶのか リン  ハント 岩波書店 2019年10月 201 /ﾊ

世界のミイラ カラー版 近藤  二郎∥監修 宝島社 2019年11月 202.5/ｾ

平凡社 2019年11月 291.6/ｷ

るるぶ愛媛  道後温泉 松山  しまなみ海道 ’２０ ＪＴＢパブリッシング 2019年11月 291.8/ﾙ

るるぶ鹿児島 指宿  霧島  桜島 ’２０ ＪＴＢパブリッシング 2019年11月 291.9/ﾙ

マガジンハウス 2019年10月 369.3/ｼﾞ/2

用語「発達障害」批判 玉永  公子 論創社 2019年10月 378 /ﾀ

いのちは輝く わが子の障害を受け入れるとき 松永  正訓 中央公論新社 2019年10月 493 /ﾏ

ＮＨＫガッテン！血圧をラク～に下げる！最強ワザ ＮＨＫ第３制作ユニット（科学）∥編 主婦と生活社 2019年11月 493.25/ｴ

今野  清志 自由国民社 2019年2月 496.7/ｺ

医学博士が考案した長生きふりかけ 平柳  要 サンマーク出版 2019年10月 498.58/ﾋ

クレア  ルウェリン ダイヤモンド社 2019年10月 498.59/ﾙ

心なごむ日本の橋 平野  暉雄 パレード 2019年10月 515 /ﾋ

ＴｉｋＴｏｋ  最強のＳＮＳは中国から生まれる 黄  未来 ダイヤモンド社 2019年10月 547.4/ｺ

電池ＢＯＯＫ 今、「電池の世界」が熱い！面白い！！ 

神野  将志 総合科学出版 2019年11月 572.1/ｼﾞ

騙されてませんか 人生を壊すお金の「落とし穴」４２ 荻原  博子  新潮社 2019年10月 591 /ｵ

もう通勤服に悩まない 小山田  早織 講談社 2019年10月 593 /ｵ

「お繕い」で服を育てる。 ダメージは味方 堀内  春美 主婦の友社 2019年11月 593.3/ﾎ

アリババ 世界最強のスマートビジネス ミン  ゾン 文藝春秋 2019年10月 673.3/ﾐ

バターは調味料。ほんの少し使うだけでおいしくなる 上田  淳子 グラフィック社 2019年10月 596 /ｳ

マンガでわかる！捨てない片づけ術 宙花  こより 学研プラス 2019年11月 597.5/ｿ

アート思考 ビジネスと芸術で人々の幸福を高める方法 秋元  雄史 プレジデント社 2019年10月 704 /ｱ

楽しいカメラ 橘田  龍馬

2019年11月 743 /ﾀ

ロストフの１４秒 日本ｖｓ．ベルギー未来への教訓 ＮＨＫスペシャル取材班 ＮＨＫ出版 2019年10月 783.4/ｴ

香木のきほん図鑑 種類と特徴がひと目でわかる 山田  英夫 山田  英夫 2019年10月 792 /ﾔ

ＪＡＰＡＮ  ＳＴＹＬＥ ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ＋ｉｎｔｅｒｉｏｒｓ＋ｄｅｓｉｇｎ ＧＥＥＴＡ  ＭＥＨＴＡ

2019年9月 837 /ｼﾞ

草萌ゆる 山頭火一草庵時代の句 種田  山頭火 創風社出版 2019年10月 911.3/ﾀ

四肢奮迅 乙武  洋匡 講談社 2019年11月 916 /ｵ

ぼけますから、よろしくお願いします。 信友  直子 新潮社 2019年10月 916 /ﾉ

いもうと 赤川  次郎 新潮社 2019年10月 F /ｱｶ

わたしの良い子 寺地  はるな 中央公論新社 2019年9月 F /ﾃﾗ

カエルの小指 ａ  ｍｕｒｄｅｒ  ｏｆ  ｃｒｏｗｓ 道尾  秀介 講談社 2019年10月 F /ﾐﾁ

黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続 宮部　みゆき 毎日新聞出版 2019年12月 F /ﾐﾔ

恋女房 飛猿彦次人情噺 鳥羽  亮 幻冬舎 2019年6月 BF /ﾄﾊﾞ

夫が邪魔 新津  きよみ 徳間書店 2019年6月 BF /ﾆｲ

高校事変 ４ 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年11月 BF /ﾏﾂ/4

チャールズ・イー・タトル出版

●新着資料リスト●

いつも機嫌がいい人の小さな習慣 仕事も人間関係もうまくいく８８のヒント

東京エムディエヌコーポレーション

京都が京都である理由。 十五人の案内人と「千年の都」のアイデンティティをめぐる 別冊太陽スペシャル

自衛隊防災ＢＯＯＫ 自衛隊ＯＦＦＩＣＩＡＬ  ＬＩＦＥ  ＨＡＣＫ  ＣＨＡＮＮＥＬ ２

  ボルタ電池からリチウムイオン電池、全固体電池、フロー電池、燃料電池、太陽電池、原子力電池、そしてキャパシタまで

鼻は１分でよくなる！ ﾊﾅ ﾜ 1ﾌﾟﾝ ﾃﾞ ﾖｸ ﾅﾙ 花粉症も鼻づまりも鼻炎も治る！

人生で一番大事な最初の１０００日の食事 「妊娠」から「２歳」まで、「赤ちゃんの食事」完全ＢＯＯＫ



〈ティーンズ〉

この海を越えれば、わたしは ローレン  ウォーク さ・え・ら書房 2019年10月 S933 /ｳ

フラミンゴボーイ マイケル  モーパーゴ 小学館 2019年10月 S933 /ﾓ
境い目なしの世界 角野  栄子 理論社 2019年9月 SF /ｶﾄﾞ
太陽はひとりぼっち 鈴木  るりか 小学館 2019年10月 SF /ｽｽﾞ

〈児童〉

澤井  悦郎 ポプラ社 2019年10月 48 /ｻ

四つ子ぐらし ひみつの姉妹生活、スタート！ １ ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018年10月 91 /ﾋ/1

四つ子ぐらし 三つ子探偵、一花ちゃんを追う！ ２ ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年2月 91 /ﾋ/2

四つ子ぐらし 学校生活はウワサだらけ！ ３ ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年6月 91 /ﾋ/3

四つ子ぐらし 再会の遊園地 ４ ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 91 /ﾋ/4

まほうのでんしレンジ パネルシアターキット さいとう  しのぶ ひかりのくに 2019年8月 376 /ｻ

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

マンボウは上を向いてねむるのか マンボウ博士の水族館レポート



あたらしく購入した本　 （１/２５～ １/３１） 2020年 2月1日作成

◇中央図書館

〈一般〉

イノベーションするＡＩ 武藤  佳恭　他 春秋社 2019年11月 007.1/ﾀ

ＡＩ倫理　人工知能は「責任」をとれるのか 西垣  通　他 中央公論新社 2019年9月 007.1/ﾆ

ＡＩの未来をつくるビヨンド・ビッグデータ利活用術 柴山  和久 日経ＢＰマーケティング 2019年11月 007.6/ｼ

ＡＩゲームチェンジャー シリコンバレーの次はシアトルだ 市嶋  洋平　他 日経ＢＰマーケティング 2019年11月 007/ｲ

文藝春秋オピニオン２０２０年の論点１００ 文藝春秋 2020年1月 304/ﾌﾞ

反日種族主義 日韓危機の根源 李  栄薫∥編著 文藝春秋 2019年11月 319.2/ﾊ

経済がわかる論点５０ ２０２０ みずほ総合研究所 東洋経済新報社 2019年11月 332.1/ﾐ/20

日本経済３０年史　バブルからアベノミクスまで 山家  悠紀夫 岩波書店 2019年10月 332.1/ﾔ

２０２０年日本はこうなる 三菱ＵＦＪリサーチ＆ 東洋経済新報社 2019年11月 332/ﾆ
コンサルティング∥編

経営者のための情報セキュリティＱ＆Ａ４５ 北條  孝佳∥編著 日本経済新聞出版 2019年11月 336.1/ｹ/ﾁｬｲﾛ

最軽量のマネジメント マネジャーにすべてを背負わせるのはもうやめよう。 山田  理 ライツ社 2019年11月 336.3/ﾔ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

いちばんわかりやすい確定申告の書き方 令和２年３月１６日締切分 土屋  裕昭　他∥監修 ダイヤモンド社 2019年10月 336/ｲ/ﾐﾄﾞﾘ

全国のあいつぐ差別事件 ２０１９年度版 部落解放  人権政策確立 解放出版社 2019年11月 361.8/ｾﾞ/19

要求中央実行委員会∥編

生活保護手帳 ２０１９年度版 中央法規出版 2019年11月 369.2/ｾ/19

鳥の骨格標本図鑑 川上  和人 文一総合出版 2019年11月 488.1/ｶ

ゲーム依存からわが子を守る本 正しい理解と予防・克服の方法 花田  照久　他∥監修 大和出版 2019年11月 493.74/ｹﾞ

川崎病 増え続ける謎の小児疾患 三浦  大 弘文堂 2019年11月 493.93/ﾐ

５２歳で折返し１２０歳で現役  丹田発声・呼吸法で医者要らず 松井  和義 コスモ２１ 2020年1月 498.3/ﾏ

ひみつの薬箱 中世装飾写本で巡る薬草の旅 ジュヌヴィエーヴ  グザイエ グラフィック社 2019年8月 499.87/ｸﾞ

ようかん 虎屋文庫 新潮社 2019年10月 588.3/ﾖ
１００万円が１年で貯まるお片付け きさいち  登志子 ＰＨＰ研究所 2019年11月 590/ｷ

はじめてのハーブ  手入れと育て方 基礎の基礎からよくわかる 高浜  真理子∥監修 ナツメ社 2011年3月 617/ﾊ

つまらない日も楽しくなるスヌーピー チャールズ  Ｍ．シュルツ 祥伝社 2019年11月 726/ｼ

ミヤザキワールド 宮崎駿の闇と光 スーザン  ネイピア 早川書房 2019年11月 778.7/ﾐ

寂聴九十七歳の遺言 瀬戸内  寂聴 朝日新聞出版 2019年11月 914.6/ｾ

中央駅 キム  ヘジン 彩流社 2019年11月 929.1/ｷ

かきバターを神田で 平松  洋子 文藝春秋 2019年11月 B596/ﾋ

相棒 ｓｅａｓｏｎ１７  中 輿水  泰弘 朝日新聞出版 2019年11月 BF/ｺｼ/17

新・浪人若さま新見左近 桜田の悪 ４ 佐々木  裕一 双葉社 2019年11月 BF/ｻｻ/4

大名倒産 下 浅田  次郎 文藝春秋 2019年12月 F/ｱｻ

大名倒産 上 浅田  次郎 文藝春秋 2019年12月 F/ｱｻ

後家殺し 山本  一力 小学館 2019年12月 F/ﾔﾏ
〈児童〉

日本史探偵コナン  シーズン２ ３ 青山  剛昌∥原作 小学館 2019年11月 21/ｱ/3

日本史探偵コナン  シーズン２ ４ 青山  剛昌∥原作 小学館 2019年11月 21/ｱ/4

国谷裕子とチャレンジ！未来のためのＳＤＧｓ ２  国谷  裕子∥監修 文溪堂 2019年11月 33/ｸ/2

  「豊かさ」に関するゴール

国谷裕子とチャレンジ！未来のためのＳＤＧｓ ４ 国谷  裕子∥監修 文溪堂 2019年12月 33/ｸ/4

  「平和」と「パートナーシップ」に関するゴール

ゲームの仕事 セガゲームス∥取材協力 ポプラ社 2019年11月 58/ｹﾞ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

カイルのピアノ 紀平凱成  高山  リョウ 岩崎書店 2019年11月 76/ｷ

よろこびの音 音符があふれだす！発達障害の少年夢への第一歩

絶体絶命ゲーム 地獄行きの暴走列車！ ６ 藤  ダリオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年10月 91/ﾌ/6

ひそひそねずみとおばあさん 津田  真一∥脚本 童心社 2020年1月 C/ﾑｶｼﾊﾞﾅｼ

おとうさんのこわいはなし かとう  まふみ 岩崎書店 2019年11月 E/ｶ

の ｊｕｎａｉｄａ 福音館書店 2019年11月 E/ｼﾞ

●新着資料リスト●

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



あたらしく購入した本　 （２/１～ ２/７） 2020年 2月8日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＡＩ救国論 大澤  昇平 新潮社 2019年9月 007.1/ｵ

驚異の量子コンピュータ 宇宙最強マシンへの挑戦 藤井  啓祐 岩波書店 2019年11月 007.1/ﾌ

ＡＩにできること、できないこと 続 藤本  浩司∥監修 日本評論社 2019年11月 007.1/ﾌ/2

妄想レッスン 「現実はしらん力」で未来を変える！ かずみん 廣済堂出版 2019年8月 159 /ｶ

ローマ法王の言葉 講談社第一事業戦略部∥編 講談社 2019年11月 198.2/ﾌ

戦国名将の本質 明智光秀謀反の真相に見るリーダーの条件 小和田  哲男 毎日新聞出版 2019年11月 210.4/ｵ

明智光秀 牢人医師はなぜ謀反人となったか 早島  大祐 ＮＨＫ出版 2019年11月 289.1/ｱ

スリランカ ２０２０～２１ Ｄ３０ ２０２０～２０２１年版 地球の歩き方編集室∥編集  ダイヤモンド・ビッグ社 2019年10月 292 /ｽ

大前  研一 プレジデント社 2019年11月 304 /ｵ

野口  悠紀雄 ダイヤモンド社 2019年11月 332.1/ﾉ

データでみる県勢 ２０２０ 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会 2019年12月 351 /ﾃﾞ

最低賃金 生活保障の基盤

岩波書店 2019年11月 366.4/ｻ

宮尾  益知∥監修 河出書房新社 2019年11月 378 /ｴ

イージス・アショアの争点 隠された真相を探る 荻野  晃也∥他 緑風出版 2019年11月 392.1/ｲ

数学ガールの秘密ノート 学ぶための対話 結城  浩 ＳＢクリエイティブ 2019年12月 410 /ﾕ

ニューロテクノロジー 最新脳科学が未来のビジネスを生み出す 茨木  拓也 技術評論社 2019年11月 491.37/ｲ

前立腺がん治療をのりきる生活・食事・お金 赤倉  功一郎∥監修 主婦の友社 2019年12月 494.96/ｾﾞ

大西  秀樹 つちや書店 2019年11月 495.4/ｵ

酒好き医師が教える  もっと！最高の飲み方 葉石  かおり 日経ＢＰ 2019年11月 498.3/ﾊ

図解でわかる１４歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所 太田出版 2019年12月 519 /ｲ

原発のない未来が見えてきた 反原発運動全国連絡会∥編 緑風出版 2019年11月 543.5/ｹﾞ

あっさり塩煮と、こっくりしょうゆ煮 ５分でおいしくなる煮込み 角田  真秀 学研プラス 2019年11月 596 /ｽ

ほうじ茶のお菓子 ほっと心がほどける４０レシピ 本間  節子 主婦の友社 2019年11月 596 /ﾎ

やまと尼寺精進日記 ふたたびの年 ２ ＮＨＫ「やまと尼寺精進日記」制作班 ＮＨＫ出版 2019年10月 596.2/ｴ/2

放送の自由 その公共性を問う 川端  和治 岩波書店 2019年11月 699 /ｶ

六古窯を訪ねる 瀬戸・常滑・越前・信楽・丹波・備前 森  孝一∥監修 平凡社 2019年11月 751.1/ﾛ

岡  素世∥編著 自由現代社 2019年11月 763.2/ｼ

実業之日本社 2019年11月 780 /ﾊﾟ/6

太極拳で１００歳まで健やかに美しく生きる 楊  慧 山と溪谷社 2019年12月 789.2/ﾖ

日本語をつかまえろ！ 飯間  浩明 毎日新聞出版 2019年11月 810.4/ｲ

向田邦子の本棚 向田  邦子 河出書房新社 2019年11月 910.2/ﾑ

大きな字で書くこと 加藤  典洋 岩波書店 2019年11月 914.6/ｶ

人生にとって挫折とは何か 下重  暁子 集英社 2019年11月 914.6/ｼ

シベリアのバイオリン コムソモリスク第二収容所の奇跡 窪田  由佳子 地湧社 2020年1月 916 /ｸ

わたしのいるところ ジュンパ  ラヒリ 新潮社 2019年8月 973 /ﾗ

本意に非ず 上田  秀人 文藝春秋 2019年11月 F /ｳｴ

暗約領域 新宿鮫 １１ 大沢  在昌 光文社 2019年11月 F /ｵｵ

小箱 小川  洋子 朝日新聞出版 2019年10月 F /ｵｶﾞ

自由は死せず 門井  慶喜 双葉社 2019年11月 F /ｶﾄﾞ

愛と追憶の泥濘 坂井  希久子 幻冬舎 2019年7月 F /ｻｶ

勿忘草の咲く町で 安曇野診療記 夏川  草介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年11月 F /ﾅﾂ

殺しの許可証 アンタッチャブル  ２ 馳  星周 毎日新聞出版 2019年11月 F /ﾊｾ/2

「本能寺の変」はなぜ起こったか 信長暗殺の真実 津本  陽 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年11月 B210 /ﾂ

ＡＳＤ〈自閉症スペクトラム障害〉、ＡＤＨＤ、ＬＤ入園・入学前までに気づいて支援する本

女性のがん  心のケア がん患者さんと家族のための診療室 やさしく寄り添い心を立て直す

●新着資料リスト●

日本の論点 Ｇｌｏｂａｌ  Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ  ａｎｄ  Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ  Ｔｈｉｎｋｉｎｇ ２０２０～２１

野口悠紀雄の経済データ分析講座 企業の利益が増えても、なぜ賃金は上がらないのか？

日本弁護士連合会貧困問題対策本部∥編

初心者のピアノ基礎教本 名曲を弾きながら楽しく＆やさしく学べる入門書 〔２０１９〕

パラスポーツマガジン 障がい者スポーツ＆ライフスタイルマガジン Ｖｏｌ．６

   幼児期～入学期の問題行動の見つけ方と対応策 発達障害の子どもの問題行動をしっかりサポート



異人館画廊 透明な絵と堕天使の誘惑 ６ 谷  瑞恵 集英社 2019年12月 BF /ﾀﾆ/6

闇天狗 剣客同心親子舟 ６ 鳥羽  亮 角川春樹事務所 2019年11月 BF /ﾄﾊﾞ/6

理科年表 第９３冊（令和２年） 国立天文台∥編 丸善出版 2019年11月 R403/ﾘ/93

〈児童〉

実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ３２ 洪  鐘賢 朝日新聞出版 2019年11月 40 /ｼﾞ/32

プラスチック・スープの地球 汚染される「水の惑星」 ミヒル  ロスカム  アビング ポプラ社 2019年11月 51 /ﾛ

日本遺産 地域の歴史と伝統文化を学ぶ １ ポプラ社 2019年11月 70 /ﾆ

日本遺産 地域の歴史と伝統文化を学ぶ ２ ポプラ社 2019年11月 70 /ﾆ

髙橋  明∥監修 2019年11月 78 /ﾜ

カラスてんぐのジェットくん 富安  陽子 理論社 2019年11月 91 /ﾄ

ハンカチともだち なかがわ  ちひろ アリス館 2019年11月 91 /ﾅ

はるかちゃんが、手をあげた 服部  千春 童心社 2019年11月 91 /ﾊ

へんてこテーマソング 最上  一平 新日本出版社 2019年11月 91 /ﾓ

アポロンと５つの神託 炎の迷路 ３ リック  リオーダン ほるぷ出版 2019年11月 93 /ﾘ/3

どうぶつたいじゅうそくてい［大型絵本］ 高畠  純 アリス館 2019年11月 E /ﾀ

ちらしずし はまの  ゆか 光村教育図書 2020年1月 E /ﾊ

とんとんとんとんひげじいさん［大型絵本］ 藤本  ともひこ チャイルド本社 2019年10月 E /ﾌ

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

メイツユニバーサルコンテンツわかる！応援できる！パラスポーツ事典 パラリンピック夏の２２競技



あたらしく購入した本　 （２/８～ ２/１４） 2020年 2月15日作成

◇中央図書館

〈一般〉

読書がさらに楽しくなるブッククラブ 吉田  新一郎 新評論 2019年11月 015.6/ﾖ

  読書会より面白く、人とつながる学びの深さ 改訂増補版

知識を操る超読書術 ＤａｉＧｏ かんき出版 2019年11月 019.1/ﾀﾞ

幸運を呼び寄せる！ねこ風水 そまり  百音∥監修 辰巳出版 2019年12月 148.5/ｺ

神仏分離を問い直す 神仏分離１５０年 法藏館 2020年2月 162.1/ｼ
シンポジウム実行委員会∥編

ユダヤ人埴輪があった！ 日本史を変える３０の新発見 田中  英道 扶桑社 2019年12月 210.3/ﾀ

今がわかる時代がわかる世界地図 ２０２０年版 成美堂出版編集部∥編集 成美堂出版 2020年1月 290.3/ｲ/20

なるほど知図帳  世界 ２０２０ 昭文社 2019年12月 290.3/ﾅ/20

るるぶ千葉  房総 ’２０ ＪＴＢパブリッシング 2019年12月 291.3/ﾙ/20

るるぶ福井  越前  若狭  恐竜博物館 ’２０ ＪＴＢパブリッシング 2019年11月 291.4/ﾙ/20

ＮＨＫ大河ドラマスペシャル  るるぶ  麒麟がくる ＪＴＢパブリッシング 2020年2月 291.5/ｴ

  ドラマ紹介×ゆかりの地ガイド

今がわかる時代がわかる日本地図 ２０２０年版 成美堂出版編集部∥編集 成美堂出版 2020年1月 291/ｲ/20

なるほど知図帳  日本 ２０２０ 昭文社 2019年12月 291/ﾅ/20

るるぶ上高地  乗鞍  白骨  奥飛騨温泉郷 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年2月 291/ﾙ/21

るるぶトルコ  イスタンブール カッパドキア  ＪＴＢパブリッシング 2020年1月 292.7/ﾙ

  エフェス  パムッカレ 〔２０２０〕

るるぶイタリア ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年1月 293.7/ﾙ/21

偽善者たちへ 百田  尚樹 新潮社 2019年11月 304/ﾋ

対米従属の起源 「１９５９年米機密文書」を読む 谷川  建司　他∥編訳 大月書店 2019年5月 319.5/ﾀ

憲法判例百選 １ 第７版 長谷部  恭男　他 有斐閣 2019年11月 323.1/ｹ/1

憲法判例百選 ２ 第７版 長谷部  恭男　他 有斐閣 2019年11月 323.1/ｹ/2

タテ社会と現代日本 中根  千枝 講談社 2019年11月 361/ﾅ

日本の貧困女子 中村  淳彦 ＳＢクリエイティブ 2019年11月 367.2/ﾅ

中高年ひきこもり 社会問題を背負わされた人たち 藤田  孝典 扶桑社 2019年11月 367.7/ﾌ

＃ＫｕＴｏｏ（クートゥー） 石川  優実 現代書館 2019年11月 367/ｲ

  #KuToo 靴から考える本気のフェミニズム 

「小児性愛」という病 それは、愛ではない 斉藤  章佳 ブックマン社 2019年11月 368.6/ｻ
認知症になってもひとりで暮らせる みんなでつくる「地域包括ケア社会」 協同福祉会∥編 クリエイツかもがわ 2019年11月 369.2/ﾆ

「孤独な育児」のない社会へ 未来を拓く保育 榊原  智子 岩波書店 2019年11月 369.4/ｻ

みんなで創るミライの学校 ２１世紀の学びのカタチ 辻  正矩　他∥共著 築地書館 2019年11月 376.2/ﾐ

天文年鑑 ２０２０年版 天文年鑑編集委員会∥編 誠文堂新光社 2019年11月 440.5/ﾃ/20

こんなに怖い図解睡眠時無呼吸症候群 白濱  龍太郎∥監修 日東書院本社 2019年12月 493.3/ｺ

最新図解女性のＡＤＨＤサポートブック 榊原  洋一　他 ナツメ社 2019年12月 493.76/ｻ

医師が認めた！究極のきくち体操 菊池  和子 日経ＢＰマーケティング 2019年11月 498.39/ｷ

首里城 歴史をひもとき写真で解説する「首里城のすべて」 沖縄タイムス社 2019年11月 521.8/ｼ

   緊急出版報道写真集

服が、めんどい 「いい服」「ダメな服」を１秒で決める 大山  旬 ダイヤモンド社 2019年11月 593.3/ｵ

こんなときどうしたらいいの？ 高祖  常子 かんき出版 2019年11月 599/ｺ

  感情的にならない子育て シーン別でわかる

麒麟がくる 前編 ＮＨＫ出版 2020年2月 778.8/ｷ

絶望名言 ＮＨＫラジオ深夜便 ２ 頭木  弘樹 飛鳥新社 2019年11月 902.7/ｶ/2

文豪が泊まった温泉宿５０ 週刊朝日編集部 朝日新聞出版 2019年11月 910.2/ｼ

日曜俳句入門 吉竹  純 岩波書店 2019年10月 911.3/ﾖ/ﾁｬ

はい、さようなら。 瀬戸内  寂聴 光文社 2019年11月 914.6/ｾ

アンチ整理術 森  博嗣 日本実業出版社 2019年11月 914.6/ﾓ

世界のはての少年 ジェラルディン  マコックラン 東京創元社 2019年9月 933.7/ﾏ

ミレニアム 死すべき女 ６〔上〕 ダヴィド  ラーゲルクランツ 早川書房 2019年12月 949.8/ﾗ/1

ミレニアム 死すべき女 ６〔下〕 ダヴィド  ラーゲルクランツ 早川書房 2019年12月 949.8/ﾗ/2

相棒 ｓｅａｓｏｎ１７  下 輿水  泰弘 朝日新聞出版 2019年12月 BF/ｺｼ/17

繰綿の幻（くりわたのまぼろし） おれは一万石 １１ 千野  隆司 双葉社 2019年12月 BF/ﾁﾉ/11

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん 友井  羊 宝島社 2019年12月 BF/ﾄﾓ/5

  子ども食堂と家族のおみそ汁 〔５〕

●新着資料リスト●



謎解きはディナーのあとで ベスト版 東川  篤哉 小学館 2019年12月 BF/ﾋｶﾞ

最後の晩ごはん 閉ざした瞳とクリームソーダ 〔１３〕 椹野  道流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年12月 BF/ﾌｼ/13

不穏な眠り 葉村晶  シリーズ ６ 若竹  七海 文藝春秋 2019年12月 BF/ﾜｶ/6

居酒屋ぼったくり おかわり！ 秋川  滝美 星雲社 2019年12月 F/ｱｷ

それ以上でも、それ以下でもない 折輝  真透 早川書房 2019年11月 F/ｵﾘ

三つのアリバイ 鯨  統一郎 光文社 2019年11月 F/ｸｼﾞ

男はつらいよ  お帰り寅さん 小路  幸也 講談社 2019年12月 F/ｼﾖ

沃野の刑事 堂場  瞬一 講談社 2019年11月 F/ﾄﾞｳ/3

わが殿 下 畠中  恵 文藝春秋 2019年11月 F/ﾊﾀ

わが殿 上 畠中  恵 文藝春秋 2019年11月 F/ﾊﾀ

魔法使いと最後の事件 魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？ 東川  篤哉 文藝春秋 2019年11月 F/ﾋｶﾞ

サイレント・ブルー 樋口  明雄 光文社 2019年11月 F/ﾋｸﾞ
〈ティーンズ〉

Ｘ－０１（エックスゼロワン） ３ あさの  あつこ 講談社 2019年11月 SF/ｱｻ/3

〈児童〉

明智光秀 戦のない世を目指し主君・信長を討った男 小和田  哲男∥監修 小学館 2019年12月 28/ｱ

主人公はきみだ ライツのランプをともそうよ 中山  千夏 出版ワークス 2019年11月 31/ﾅ

国谷裕子とチャレンジ！未来のためのＳＤＧｓ 国谷  裕子∥監修 文溪堂 2019年12月 33/ｸ/3

  「地球」に関するゴール ３

いざというとき自分を守る防災の本 なにができる  避難してから ３ 防災問題研究会∥編 岩崎書店 2019年10月 36/ｲ/3

いざというとき自分を守る防災の本 今日から始める防災対策 ４ 防災問題研究会∥編 岩崎書店 2019年11月 36/ｲ/4

藤井旭の天文年鑑 スターウォッチング完全ガイド ２０２０年版 藤井  旭 誠文堂新光社 2019年12月 44/ﾌ/20

ふゆとみずのまほう  こおり ポプラ社 ポプラ社 2019年11月 45/ｶ

食虫植物のわな 虫を食べるふしぎな植物のおはなし 木谷  美咲 偕成社 2019年12月 47/ｷ

飛行機のサバイバル 生き残り作戦 ２ ゴムドリｃｏ． 朝日新聞出版 2019年12月 68/ｺﾞ/2

おばけのアッチおもっちでおめでとう 角野  栄子 ポプラ社 2019年12月 91/ｶ

天保の虹 斉藤  洋 偕成社 2019年12月 91/ｻ

かいけつゾロリ  スターたんじょう 原  ゆたか ポプラ社 2019年12月 91/ﾊ

キミと、いつか。 伝えられない“言葉” 〔１２〕 宮下  恵茉 集英社 2019年11月 91/ﾐ/12

グレッグのダメ日記 ぶっこわしちゃえ １４ ジェフ  キニー ポプラ社 2019年11月 93/ｷ/14

オリバー・ツイスト 上 チャールズ  ディケンズ 偕成社 2019年12月 93/ﾃﾞ

オリバー・ツイスト 下 チャールズ  ディケンズ 偕成社 2019年12月 93/ﾃﾞ

プログラミングガールズ！ ソフィア  ロボット・レースに参戦 ２ ステイシア  ドイツ 偕成社 2019年11月 93/ﾄﾞ/2

イワシ大王のゆめ 韓国のむかしばなし イ  ジョンギュン 光村教育図書 2019年11月 E/ｲ

しっぽしっぽだーれ？ クレーン謙 岩崎書店 2019年11月 E/ｸ

サンダリーノ どこから来たの？ 新宮  晋 ＢＬ出版 2019年11月 E/ｼ

こんなもんくえニャイ！ クリストファー  サイラス  ニール 光村教育図書 2019年11月 E/ﾆ

せかいのくにでおめでとう！ 野村  たかあき 講談社 2019年11月 E/ﾉ

はがぬけた  に～ フィリケえつこ あすなろ書房 2019年11月 E/ﾌ

ライオンとタカとアリになった男の子 ノルウェーのむかしばなし 菱木  晃子 ＢＬ出版 2019年11月 E/ﾏ

わたしのちいさないもうと みうら  とも 岩波書店 2019年11月 E/ﾐ

かおかおばあ ミスミ  ヨシコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019年11月 E/ﾐ

風の又三郎 やぎ  たみこ 三起商行 2019年10月 E/ﾔ

なんだろうなんだろう ヨシタケ　シンスケ 光村図書出版 2019年12月 E/ﾖ

フォックスさんのにわ ブライアン  リーズ 評論社 2019年10月 E/ﾘ
〈ＡV〉

女ごころ～十人十色～ 丘  みどり キングレコード 2019年10月 CD111/ｵ

エスカパレード Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ ラストラム・ミュージック 2018年4月 CD131/ｵ
エンタテインメント

Ｌｉｆｅ ｉｓ ｇｏｉｎｇ ｏｎ ａｎｄ ｏｎ ＭＩＳＩＡ Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ 2018年12月 CD131/ﾐ
Ｌａｂｅｌｓ

ゴールデン☆ベスト 山口百恵 コンプリート・シングルコレクション 山口  百恵 Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ 2009年8月 CD131/ﾔ

Ｄｉｒｅｃｔ
〈高千帆分館〉

おひとりさまのケチじょうず シンプルに美しく暮らす 小笠原  洋子 ビジネス社 2019年11月 590.4/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　 （２/１５～ ２/２１） 2020年 2月22日作成

◇中央図書館

〈一般〉

公共図書館でできる知的障害者への合理的配慮 藤澤  和子∥編著 樹村房 2019年11月 015.1/ｺ

若い人のための１０冊の本 小林  康夫 筑摩書房 2019年12月 019 /ｺ

さあ、これから気持ちの大掃除！ 斎藤  茂太 新講社 2019年11月 159.7/ｻ

オリジン・ストーリー １３８億年全史 デイヴィッド  クリスチャン 筑摩書房 2019年11月 209 /ｸ

日本大空爆 米軍戦略爆撃の全貌 松本  泉 さくら舎 2019年12月 210.7/ﾏ

極限メシ！ あの人が生き抜くために食べたもの 西牟田  靖 ポプラ社 2019年11月 281 /ﾆ

明智光秀とは何者なのか？ カラー版 歴史ＲＥＡＬ編集部∥編 洋泉社 2019年12月 289.1/ｱ

シマダス 日本の島ガイド 新版 日本離島センター∥編集 日本離島センター 2019年10月 291 /ｼ

るるぶ大阪ベスト ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年2月 291 /ﾙ

るるぶ佐賀 呼子  唐津  有田  嬉野 〔２０２０〕 ＪＴＢパブリッシング 2020年1月 291 /ﾙ

るるぶ奈良 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年2月 291 /ﾙ

アイラブ台湾屋台めし 台南編 フジナミ  コナ イースト・プレス 2019年12月 292.2/ﾌ

アドリア海の素敵な街めぐり  クロアチアへ 小坂井  真美 イカロス出版 2019年11月 293.9/ｺ

ブエノスアイレス  ノスタルジックな「南米のパリ」 産業編集センター∥編 産業編集センター 2019年11月 296.5/ﾌﾞ

地図で見るブラジルハンドブック オリヴィエ  ダベーヌ 原書房 2019年12月 302.6/ﾀﾞ

日本司法書士会連合会∥編 中央経済社 2019年12月 324.7/ｱ

毒親介護 石川  結貴 文藝春秋 2019年11月 367.3/ｲ

小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井  英里 パイインターナショナル 2019年12月 387.9/ｶ

まぁるい死 鳥取・ホスピス診療所の看取り 徳永  進 朝日新聞出版 2019年11月 490.14/ﾄ

やってはいけない原発ゼロ 澤田  哲生 エネルギーフォーラム 2019年12月 543.5/ｻ

田中  拓也 ＳＢクリエイティブ 2019年11月 547.4/ﾀ

５Ｇでビジネスはどう変わるの クロサカ  タツヤ 日経ＢＰ 2019年11月 547.5/ｸ

すてきなフルーツスタイリング 切って、盛って、手みやげにもなる Ｍｉｓａｋｏ  Ｓｕｚｕｋｉ 世界文化社 2019年11月 596 /ｽ

リュウジ式悪魔のレシピ ひと口で人間をダメにするウマさ！ リュウジ∥著 ライツ社 2019年11月 596 /ﾘ

ぶらナポ 究極のナポリタンを求めて 下関  マグロ

2019年12月 596.2/ｼ

長澤  淨美 農山漁村文化協会 2019年11月 629.7/ﾅ

ひとりでできる！はじめてのスマホアプリ使いこなし入門 ＮＨＫ出版∥編 ＮＨＫ出版 2020年1月 694.6/ﾋ

ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ  ＴＲＩＰ  ＩＮ  ＪＡＰＡＮ 田中  達也 小学館 2019年11月 702.1/ﾀ

こうの  史代 文藝春秋 2019年11月 726.1/ｺ

『男はつらいよ』５０年をたどる。 都築  政昭 ポプラ社 2019年12月 778.2/ﾂ

登山ボディ 芳須  勲∥監修 山と溪谷社 2019年12月 786.1/ﾖ

大岡信『折々のうた』選 俳句１ 大岡  信 岩波書店 2019年11月 911 /ｵ

茨木のり子 自分の感受性くらい 平凡社 2019年12月 911.5/ｲ

女子高生とツッコミながら読む古事記 佐伯  庸介 新紀元社 2019年11月 913.2/ｻ

地獄の楽しみ方 京極  夏彦 講談社 2019年11月 914.6/ｷ

おれたちを齧るな！ わしらは怪しい雑魚釣り隊 椎名  誠 小学館 2019年12月 915.6/ｼ

９３歳の遺言 平和のバラード 小井出  桂子 小井出学園 2019年11月 916 /ｺ

息吹 テッド  チャン 早川書房 2019年12月 933.7/ﾁ

流れは、いつか海へと ウォルター  モズリイ 早川書房 2019年12月 933.7/ﾓ

本当の人生 アドリーヌ  デュドネ 東京創元社 2019年11月 953.7/ﾃﾞ

どこか、安心できる場所で 新しいイタリアの文学 パオロ  コニェッティ∥他著 国書刊行会 2019年11月 973 /ﾄﾞ

戦国大名毛利家の英才教育 元就・隆元・輝元と妻たち 五條  小枝子 吉川弘文館 2020年1月 Y288 /ｺﾞ

グランドシャトー 高殿  円 文藝春秋 2019年11月 F /ﾀｶ

お勝手のあん １ 柴田  よしき 角川春樹事務所 2019年12月 BF /ｼﾊﾞ

キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア 無理しないでとことん愉しむ！

この世界の片隅に」こうの史代  片渕須直対談集 さらにいくつもの映画のこと

●新着資料リスト●

新しい相続のルールがわかる！ 相続法改正を司法書士がやさしく解説 改訂

ＬＩＮＥ  やりたいことが全部わかる本 この一冊で今すぐはじめられる

 駒草出版株式会社ダンク出版事業部



〈児童〉

アレにもコレにも！モノのなまえ事典 杉村  喜光 ポプラ社 2019年11月 03 /ｽ

日本史探偵コナン  シーズン２ 名探偵コナン歴史まんが ５ 青山  剛昌∥原作 小学館 2019年12月 21 /ｱ/5

日本史探偵コナン  シーズン２ 名探偵コナン歴史まんが ６ 青山  剛昌∥原作 小学館 2019年12月 21 /ｱ/6

明智光秀と本能寺の変 マンガで見る決戦！日本史 月川  明大∥原作 東京書店 2019年11月 21 /ﾂ

明智光秀 美しき知将 小沢  章友 講談社 2019年11月 28 /ｱ

女の子になりたい男の子  ＬＧＢＴって何？ 森木森も みらいパブリッシング 2019年12月 36 /ﾓ

ＥＲＩＫＯ

2019年11月 38 /ｴ

おねえちゃんって、すっごくもやもや！ いとう  みく 岩崎書店 2019年11月 91 /ｲ

ゆるびーくんのうんどうかい 斉藤  洋 ほるぷ出版 2019年11月 91 /ｻ

みけねえちゃんにいうてみな  モフモフさいこう！ 村上  しいこ 理論社 2019年12月 91 /ﾑ

希望の図書館 リサ  クライン  ランサム ポプラ社 2019年11月 93 /ｸ

おれ、よびだしになる 石川  えりこ アリス館 2019年12月 E /ｲ

おもちがきえるおもちつき 市居  みか チャイルド本社 2019年12月 E /ｲ

もぐらのほったふかい井戸 いもと  ようこ 金の星社 2019年11月 E /ｲ

オオシカ  ケンイチ  文溪堂 2019年11月 E /ｵ

たまたまたまご 北村  裕花 文研出版 2019年11月 E /ｷ

のりまき 小西  英子 福音館書店 2019年12月 E /ｺ

おべんとうばこのうた［大型絵本］ さいとう  しのぶ チャイルド本社 2019年10月 E /ｻ

〈ＡV〉

Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ
2019年6月 CD131/ｷ

ＳＨＯＮＥＮ ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ
2019年11月 CD131/ｼﾞ

Ｔｕｒｎｔａｂｌｅ 竹内  まりや
2019年9月 CD131/ﾀ

ＮＥＷ ＬＯＶＥ Ｂ’ｚ
2019年5月 CD131/ﾋﾞ

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

せかいのトイレ たのしくて、う～んとタメになる！ 教科書にはのっていない！せかいのふしぎ

ワーナーミュージック・ジャパン

バーミリオンレコード

日本能率協会マネジメントセンター

ユニバーサルミュージック合同会社

ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ
エイベックス・エンタテインメント

チコちゃんに叱られる おとうさんおかあさんといっしょにすごせるじかんはどれくらい？ 〔３〕


