●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （９/２６～１０/２）

2020年10月3日作成

◇中央図書館
〈一般〉

人工知能に未来を託せますか？
誕生と変遷から考える
３分ハッキング サイバー攻撃から身を守る知識
レファレンスブックス 選びかた・使いかた
ヒソヒソ話したくなる１８０秒の怖い話
「ねばならない」を捨てて生きる
邪馬台国は別府温泉だった！
火山灰に封印された卑弥呼の王宮
もっとざんねんな日本史偉人伝
明治を生きた男装の女医 高橋瑞物語
コロナ後の世界を生きる 私たちの提言
小池百合子 権力に憑かれた女
ドキュメント東京都知事の１４００日
そのまま使える！公務員の文書・資料サンプルＢＯＯＫ
ベ平連とその時代 身ぶりとしての政治
核のボタン
新たな核開発競争とトルーマンからトランプまでの大統領権力
京アニ事件
特別支援学校教諭になるには
ついに見えたブラックホール
地球サイズの望遠鏡がつかんだ謎
カモノハシの博物誌 ふしぎな哺乳類の進化と発見の物語
死を受け入れること 生と死をめぐる対話
腸内フローラの科学
手のつぼ足のつぼ パッと押せて、すぐスッキリ！
パニック障害に負けない本

松田 雄馬
足立
長澤
並木
矢作
酒井

照嘉
雅男（他）
伸一郎
直樹
正士

岩波書店

2020年6月 007.1/ﾏ

かんき出版

2020年7月 007.6/ｱ

日本図書館協会 2020年6月

015.2/ﾅ

辰巳出版
幻冬舎
小学館

2020年7月 147/ﾅ
2020年7月 147/ﾔ

宝島社

2020年8月 281/ﾓ

2020年8月 210.2/ｻ

田中 ひかる
村上 陽一郎∥編
和田 泰明

中央公論新社 2020年7月 289.1/ﾀ
2020年7月 304/ﾑ
岩波書店

光文社

2020年7月 318.2/ﾜ

秋田 将人
平井 一臣
ウィリアム Ｊ ペリー

学陽書房
有志舎

2020年7月 318.5/ｱ
2020年7月 319.8/ﾋ

朝日新聞出版 2020年7月 319.8/ﾍﾟ

津堅 信之
松矢 勝宏（他）∥編著
谷口 義明

平凡社
ぺりかん社
丸善出版

浅原
小堀
野本
布施
渡部

技術評論社 2020年7月 489.2/ｱ
2020年7月 490.14/ｺ
祥伝社
日刊工業新聞社 2020年6月 491.7/ﾉ
成美堂出版 2020年8月 492.75/ﾃ/ﾂﾎﾞ
主婦の友社 2020年8月 493.74/ﾊﾟ

正和
鷗一郎（他）
康二
雅夫∥監修
芳德∥監修

2020年7月 368.6/ﾂ
2020年7月 378/ﾏ
2020年7月 443.5/ﾀ

心の処方箋 自分に合った治療法が必ず見つかる！ 突然襲う強い不安・恐怖にはこう対応すれば大丈夫

親が認知症！？離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと
自転車サビとり再生術
ありえない！町工場
２０年で売上１０倍！見学希望者殺到！
ゼロからはじめるＳｋｙｐｅスマートガイド 改訂２版
５Ｇ 大容量・低遅延・多接続のしくみ
あるものだけで作れる平日ごはん
美味すぎる！世界グルメ巡礼
「うまい！」の科学 データでわかるおいしさの真実
幻のオリンピック 戦争とアスリートの知られざる闘い
五輪と万博 開発の夢、翻弄の歴史
お金をかけない！山登り＆ソロキャンプ攻略本
地上最強の男 世界ヘビー級チャンピオン列伝
ひとり酒の時間イイネ！
ボクシング日和
タイムラインの殺人者
もう終わりにしよう。
恐るべき子供たち
訣別の旗幟 おれは一万石 １３
商武の絆 おれは一万石 １４
万能鑑定士Ｑの事件簿 ０
赤い砂を蹴る
対極
百年と一日
やわらかい砂のうえ
捨て猫のプリンアラモード 下町洋食バー高野

工藤 広伸
久保 寛一
リンクアップ
岡嶋 裕史
市瀬 悦子
サラーム海上
髙橋 貴洋
ＮＨＫスペシャル取材班
畑中 章宏
かほなん
百田 尚樹
東海林 さだお
角田 光代
アナリー ニューイッツ
イアン リード
ジャン コクトー
千野 隆司
千野 隆司
松岡 圭祐
石原 燃
鬼田 隆治
柴崎 友香
寺地 はるな
麻宮 ゆり子

翔泳社
枻出版社
あさ出版

2020年7月 493.75/ｸ
2020年7月 536.8/ｼﾞ
2020年7月 542.7/ｸ

技術評論社
講談社
主婦の友社
双葉社

2020年7月
2020年7月
2020年7月
2020年7月
イースト・プレス 2020年7月
2020年7月
小学館
2020年7月
春秋社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年7月

新潮社
大和書房

2020年6月
2020年7月

角川春樹事務所 2020年7月

早川書房
早川書房

2020年7月
2020年7月

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年7月

双葉社
双葉社

547.4/ﾘ/P

547.5/ｵ
596/ｲ/ｵﾚ

596/ｻ
596/ﾀ
780.6/ｴ
780.6/ﾊ
786.1/ｶ
788.3/ﾋ
B596/ｼ
B788/ｶ
B933/ﾆ
B933/ﾘ
B953/ｺ

2020年7月 BF/ﾁﾉ/13
2020年8月 BF/ﾁﾉ/14

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年7月 BF/ﾏﾂ
2020年7月 F/ｲｼ
文藝春秋
2020年8月 F/ｷﾀﾞ
小学館

筑摩書房
祥伝社

2020年7月 F/ｼﾊﾞ
2020年7月 F/ﾃﾗ

角川春樹事務所 2020年7月

F/ﾏﾐ

〈ティーンズ〉

ぼくだけのぶちまけ日記
５分後に意外な結末ベスト・セレクション 黒の巻
５分後に意外な結末ベスト・セレクション 白の巻
令夢の世界はスリップする
赤い夢へようこそ 前奏曲

スーザン ニールセン
桃戸 ハル∥編著
桃戸 ハル∥編著
はやみね かおる

岩波書店
講談社
講談社
講談社

2020年7月
2020年7月
2020年7月
2020年7月

S933/ﾆ
SBF/ﾓﾓ
SBF/ﾓﾓ
SF/ﾊﾔ

〈児童〉

９歳のこころのじてん
柴田勝家 コミック版日本の歴史
牧野富太郎 日本植物学の父
これだけは知っておきたい岩石・鉱物図鑑
恐竜学
いるかのひみつ
も～っと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
ねんどｄｅクッキングＢＯＯＫ
スイーツもごはんも本物みたいに作っちゃおう♪
くらやみくんのブラックリスト １話３分 こわい家、あります。２
めいたんていサムくん
思い、思われ、ふり、ふられ 映画ノベライズ
思い、思われ、ふり、ふられ まんがノベライズ特別編
由奈の初恋と理央のひみつ
かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー
ばけばけばけばけばけたくん おかしの巻
かしたつもり×もらったつもり
わんぱくだんのりゅうぐうじょう
やさいだいすきだワニ
きりばあちゃんのともだち
こんにちは！わたしのえ
わたしに手紙を書いて
日系アメリカ人強制収容所の子どもたちから図書館の先生へ
かぶしきがいしゃくも
きみにありがとうのおくりもの
ぼくんちのおふろ
ねこになっちゃった
角野栄子のアコちゃん絵本

パク ソンウ
小学館
加来 耕三∥監修 構成 ポプラ社
清水 洋美
汐文社
パイインターナショナル
デヴィン デニー
真鍋 真
学研プラス

2020年7月 14/ﾊﾟ
2020年7月 28/ｼ
2020年7月 28/ﾏ
2020年7月 45/ﾃﾞ

2020年7月 45/ﾏ
チャイルド本社 2020年8月 48/ｲ

丸山 貴史

ダイヤモンド社 2020年7月 48/ﾏ

はっとり みどり

日東書院本社 2020年7月 75/ﾊ

藍沢
那須
はの
はの

小学館
童心社
集英社
集英社

羽衣
正幹
まきみ
まきみ

2020年8月 91/ｱ/ｺﾜｲ
2020年9月 91/ﾅ
2020年7月 91/ﾊ
2020年7月 91/ﾊ

緑川 聖司
岩田 明子
北村 裕花
末崎 茂樹
タンム ニュウ
なかや みわ
はた こうしろう
アミコ ヒラオ

2020年7月 91/ﾐ
ポプラ社
大日本図書 2020年7月 E/ｲ
くもん出版 2020年7月 E/ｷ
チャイルド本社 2020年8月 E/ｽ
おむすび舎 2020年7月 E/ﾀ
2020年8月 E/ﾅ
小学館
ほるぷ出版 2020年7月 E/ﾊ
2020年6月 E/ﾋ
評論社

松屋 真由子
宮野 聡子
山田 美津子
よしむら めぐ

岩崎書店
教育画劇
理論社
小学館

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2020年7月 E/ﾏ
2020年7月 E/ﾐ
2020年7月 E/ﾔ
2020年7月 E/ﾖ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （１０/４～１０/９）

2020年10月10日作成

◇中央図書館
〈一般〉

ガダルカナル 悲劇の指揮官
消滅絶景 もう見られない世界の美しい自然
仮面 虚飾の女帝・小池百合子
Ｓｌａｃｋ ＆ Ｚｏｏｍ ＆ Ｔｒｅｌｌｏテレワーク 基本＋活用ワザ
テレワークをはじめよう
Ｚｏｏｍ ＆ Ｓｌａｃｋ完全マニュアル テレワークを効率化！
発想の転換で読み解く働く女性のやる気スイッチ
持てる力を１２０％引き出す並走型マネジメント
「新型コロナ資金繰り対策」がすべてわかる本
給付金・協力金・融資・助成金・補助金・納税猶予・支払猶予
ビジュアル職場と仕事の法則図鑑
アフター・ビットコイン 仮想通貨とブロックチェーンの次なる覇者
アフター・ビットコイン 「デジタル通貨」の次なる覇者 ２
新型コロナウイルス対応の税制特例法 すぐわかる申請・申告手続
わかりやすい相続税・贈与税と相続対策 ’２０～’２１年版

ＮＨＫスペシャル取材班 ＮＨＫ出版
ナショナルジオグラフィック∥編

日経ナショナルジオグラフィック社

2020年7月 210.7/ｴ
2020年6月 290.8/ﾅ

横田 一
大野 浩誠 他

2020年8月 318.2/ﾖ
扶桑社
インプレス 2020年7月 336.4/ｵ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
テレワーク生産性向上研究会 技術評論社 2020年7月 336.4/ﾃ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
秀和システム 2020年7月 336.4/ﾔ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
八木 重和
2020年7月 336.4/ﾖ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
世永 亜実
翔泳社

中野 裕哲

日本実業出版社 2020年7月 336.8/ﾅ/ﾐﾄﾞﾘ

堀 公俊

日経ＢＰ日本経済新聞出版本部

中島 真志
中島 真志
中島 孝一
加藤 厚 他∥監修
離婚の新常識！別れてもふたりで子育て 知っておきたい共同養育のコツ しばはし 聡子
相模原事件・裁判傍聴記 「役に立ちたい」と「障害者ヘイト」のあいだ 雨宮 処凛
罪を犯した女たち
藤野 京子
教育業界で働く
三井 綾子
発達障害の子どもたちから教わった３５のチェンジスキル
阿部 利彦
大人が変われば、子どもが変わる
佐々木 正美
この子はこの子のままでいいと思える本
まんがでわかる日米地位協定
平良 隆久
高校生が日米地位協定を調べてみた！
文系編集者がわかるまで書き直した
福江 純
世界一有名な数式「Ｅ＝ｍｃ〔２〕」を証明する
「雑草」という戦略 予測不能な時代をどう生き抜くか
稲垣 栄洋
はじめまして更年期（コーネンキー）
永田 京子
４０代からの不調が消える心と体のプチ習慣
脱マウス最速仕事術 年間１２０時間の時短を実現した５０のテクニック 森 新
下半身からみるみるやせるおうちダイエットＢＯＯＫ
久 優子
野菜たっぷり具だくさんの主役サンド１５０ これ１品で献立いらず！ エダジュン
あした、ハーブを植えよう 植物のチカラで家族を守る
山本 真理
Ｆｅｅｌ Ｔｈｅ Ｇａｒｄｅｎ 苔テラリウムの基本
中村 美緒
日航１２３便墜落圧力隔壁説をくつがえす
青山 透子
スマホ料金はなぜ高いのか
山田 明
土屋 貴裕 他∥監修
もっと知りたい鳥獣戯画
「鬼滅の刃」の折れない心をつくる言葉
藤寺 郁光
東京、コロナ禍。
初沢 亜利∥写真
ベートーベンの真実
日本の戦争映画
春日 太一
志村けん１６０の言葉
志村 けん
アスリートの心を磨く言葉と魂を揺さぶる絶景
鈴木 颯人
孫基禎（ソンギジョン） 帝国日本の朝鮮人メダリスト
金 誠
瀬戸際の渓魚（さかな）たち 西日本編 増補版
佐藤 成史
ヤクザときどきピアノ
鈴木 智彦
声に出して読みたい親鸞
齋藤 孝
私はヒトラーの秘書だった
トラウデル ユンゲ
司馬遼太郎の街道 東京編 １
週刊朝日編集部
司馬遼太郎の街道 京都・奈良編 ２
週刊朝日編集部
週刊朝日編集部
司馬遼太郎の街道 愛した辺境 ３
イラッとさせない話し方
梶原 しげる
差別の近現代史 人権を考えなおす
塩見 鮮一郎

2020年7月

336/ﾎ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

2017年10月 338/ﾅ/1
新潮社
2020年6月 338/ﾅ/2
新潮社
2020年7月 345.1/ﾅ
ぎょうせい
成美堂出版 2020年8月 345.5/ﾜ/20
マガジンランド 2020年8月 367.4/ｼ
2020年7月 368.6/ｱ
太田出版
2020年7月 368.6/ﾌ
金剛出版
ぺりかん社 2020年8月 376.8/ﾐ/ｱｵ
2020年7月 378/ｱ
合同出版

主婦の友社 2020年7月 379.9/ｻ
2020年8月 395.3/ﾀ
小学館
日本能率協会マネジメントセンター

2020年7月 421.2/ﾌ

470.4/ｲ
青春出版社 2020年7月 495.13/ﾅ

日本実業出版社 2020年8月

ダイヤモンド社 2020年7月 548.2/ﾓ/P

講談社

2020年7月

595.6/ﾋ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

誠文堂新光社 2020年8月 596.63/ｴ
光村推古書院 2020年6月 617.6/ﾔ
グラフィック社 2020年8月 627.9/ﾅ
河出書房新社 2020年7月 687.7/ｱ
2020年7月 694.2/ﾔ
新潮社
2020年7月 721.2/ﾓ
東京美術

あさ出版
柏書房

2020年8月 726.1/ﾌ
2020年8月 748/ﾊ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年8月 762.3/ﾍﾞ
2020年7月 778.2/ｶ
文藝春秋
2020年8月 779.9/ｼ
青志社
パイインターナショナル 2020年7月 780.2/ｽ

中央公論新社 2020年7月 782.3/ｿ
2020年8月 787.1/ｻ
つり人社
ＣＣＣメディアハウス

草思社
草思社

2020年4月 916/ｽ
2020年8月 B188/ｼ
2020年8月 B289/ﾕ

朝日新聞出版 2020年7月 B290/ｼ/1
朝日新聞出版 2020年7月 B290/ｼ/2
朝日新聞出版 2020年8月 B290/ｼ/3
2020年8月 B361/ｶ
河出書房新社 2020年8月 B361/ｼ

日経ＢＰ日本経済新聞出版本部

ウイルス・ハンター アメリカＣＤＣの挑戦と死闘
げいさい
法廷遊戯
臆病な都市

エド レジス
会田 誠
五十嵐 律人
砂川 文次

早川書房
文藝春秋
講談社
講談社

2020年7月 B493.87/ﾚ

西尾 維新

講談社

2020年8月 SBF/ﾆｼ/2

丸山 貴史
今泉 忠明∥監修
斉藤 洋∥原作
あさだ りん
金子 みすゞ∥童謡
ひの ひまり
ジュール ベルヌ
あずみ虫
ジョン エイジー
こがしわ かおり
さとう めぐみ
ルイス スロボドキン
とよた かずひこ
マリオ ラモ

かんき出版
宝島社
講談社
偕成社

2020年8月 48/ﾏ
2020年8月 48/ﾔ

2020年8月 F/ｱｲ
2020年7月 F/ｲｶﾞ
2020年7月 F/ｽﾅ

〈ティーンズ〉

新本格魔法少女りすか ２

〈児童〉

オス・メスくらべるとこんなに違うつがい動物図鑑
ヤバすぎるいきもの事典 これは進化の暴走！？
ちょっぴりこわい！？おばけずかん おばけだらけのまちがいさがし
科学でナゾとき！ わらう人体模型事件
そらののはらのまんなかで
四つ子ぐらし 夏のキャンプは恋の予感 ６
海底２万マイル 新訳
つるかめ つるかめ
かべのあっちとこっち
パンフルートになった木
りんごちゃん
ひろいひろいひろいせかいに
ポッポーきかんしゃ
わたしのふうせん

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2020年8月 79/ﾁ
2020年8月 91/ｱ

ＪＵＬＡ出版局 2020年7月 91/ｶ/ｷ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年7月 91/ﾋ/6
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年8月 95/ﾍﾞ

あすなろ書房 2020年8月 E/ｱ

潮出版社

2020年8月 E/ｴ
少年写真新聞社 2020年8月 E/ｺ

ＰＨＰ研究所
偕成社
アリス館
平凡社

2020年8月 E/ｻ
2020年8月 E/ｽ
2020年7月 E/ﾄ
2020年7月 E/ﾗ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （１０/１１～１０/１６）

2020年10月17日作成

◇中央図書館
〈一般〉

絵本で世界を学ぼう！
ミュージアムを知ろう 中高生からの美術館・博物館入門
絶対幸せになれる「感謝ノート」 プロカウンセラーが教える
民衆暴力 一揆・暴動・虐殺の日本近代
昭和史の声
少女たちがみつめた長崎
アウシュヴィッツ潜入記 収容者番号４８５９
福沢諭吉と渋沢栄一
学問と実業、対極の二人がリードした新しい日本
安倍ｖｓ．プーチン 日ロ交渉はなぜ行き詰まったのか？
なぜ原爆が悪ではないのか アメリカの核意識
１３億人のトイレ 下から見た経済大国インド
オンライン会議の教科書
小さな会社の給与計算・年末調整の手続きがぜんぶ自分でできる本
知識ゼロでも大丈夫！
これだけでＯＫ速攻！年末調整 令和２年版
寄付金・クラウドファンディングの集め方
郵便局はあぶない
おひとりさまの親と私の「終活」完全ガイド

吉井 潤（他）
横山 佐紀
古宮 昇
藤野 裕子
早坂 隆
渡辺 考
ヴィトルト ピレツキ
城島 明彦

2020年7月 019.5/ﾖ
青弓社
ぺりかん社 2020年8月 069/ﾖ
ＰＨＰ研究所 2020年3月 146.8/ｺ
中央公論新社 2020年8月 210.6/ﾌ
2020年8月 210.7/ﾊ
飛鳥新社
書肆侃侃房 2020年8月 210.7/ﾜ
みすず書房 2020年8月 234/ﾋﾟ
青春出版社 2020年8月 289.1/ﾌ

駒木 明義
宮本 ゆき
佐藤 大介
堀 公俊
志戸岡 豊

筑摩書房
岩波書店

安田 大
佐藤 しもん
荻原 博子

わたしの身体はままならない 〈障害者のリアルに迫るゼミ〉特別講義

ロヒンギャ 差別の深層
語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心 上巻
疫病退散 日本の護符ベスト１０
ときめく雲図鑑
日本菌類百選 きのこ・カビ・酵母と日本人
サメのアゴは飛び出し式
進化順に見る人体で表す動物図鑑
ヒトの社会の起源は動物たちが知っている 「利他心」の進化論
卵子の凍結保存妊活法
いまはキャリア、でも、いつか子どもが欲しいなら
精神科医Ｔｏｍｙが教える１秒で悩みが吹き飛ぶ言葉
人類ｖｓ感染症
新型コロナウイルス 世界はどう闘っているのか
生活の木アロマワークショップＢＯＯＫ
おうちで簡単手づくり！
図面って、どない読むねん！
だれにでもわかりやすくやさしくやくにたつ
挫折しない！子ども服レッスンＢＯＯＫ
そろそろできるようになりたい人へ
一週間であなたの肌は変わります 大人の美肌学習帳
日経業界地図 ２０２１年版
園芸道具の選び方・使い方「コツ」の科学 切る・掘る・まく
いちばんやさしい６０代からのＡｎｄｒｏｉｄスマホ 第２版
極地絶景 緯度別に見る北極パノラマ
テイキング・ストック
ぼくがどうしても手放せない２１世紀の愛聴盤
『陸軍分列行進曲』とふたつの『君が代』
出陣学徒は敵性音楽で戦場に送られた
哀しみがあるから人生は面白い
食べることと出すこと
文字の読めないパイロット
識字障害の僕がドローンと出会って飛び立つまで

宇田 有三

2020年8月 319.1/ｺ
2020年7月 319.8/ﾐ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年8月 332.2/ｻ
朝日新聞出版 2020年7月 336.1/ﾎ

ソシム

2020年4月

336.4/ｼ/ﾐﾄﾞﾘ

日本法令
ぱる出版

2020年9月

336.4/ﾔ/ﾐﾄﾞﾘ

高文研

2020年8月 369.3/ｳ

2020年8月 336.8/ｻ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ
ＳＢクリエイティブ 2020年8月 338.7/ｵ
2020年9月 367.7/ｵ
日経ＢＰ
河出書房新社 2020年8月 369.2/ﾜ

京都「被爆２世 ３世の会」∥編 かもがわ出版 2020年7月

369.3/ｷ

島田 裕巳
菊池 真以∥写真・文
日本菌学会∥編著
川崎 悟司

481.1/ｶ

サイゾー
山と溪谷社
八坂書房

2020年9月 387/ｼ
2020年8月 451.6/ｷ
2020年8月 474.7/ﾆ

ＳＢクリエイティブ 2020年8月

2020年7月 481.7/ｳ
エドワード Ｏ ウィルソン ＮＨＫ出版
サンクチュアリ出版 2020年7月 495.48/ｷ
京野 廣一

Ｔｏｍｙ
國井 修

ＣＣＣメディアハウス

2020年8月 498.6/ｸ

生活の木

パルコエンタテインメント

2020年8月 499.87/ｾ

山田 学

日刊工業新聞社 2020年7月

岡田 桂子

日本ヴォーグ社 2020年8月 593.3/ｵ/ﾁｬ

石井 美保
日本経済新聞社∥編
園芸文化協会
増田 由紀
クント フェアラーク∥編
ピーター バラカン

ダイヤモンド社 2020年8月 498.39/ﾄ

講談社

2020年4月 595.5/ｲ

2020年8月
2020年7月
2020年8月
グラフィック社 2020年8月

日経ＢＰマーケティング

講談社
日経ＢＰ

531.9/ﾔ

602.1/ﾆ/ｱｵ

駒草出版株式会社

624/ｴ
694.6/ﾏ
748/ﾌ
2020年8月 764.7/ﾊﾞ

大山 眞人

平凡社

2020年8月 767.6/ｵ

下重 暁子（他）
頭木 弘樹
髙梨 智樹

ＳＢクリエイティブ 2020年8月

医学書院

914.6/ｼ

2020年8月 916/ｶ
イースト・プレス 2020年8月 916/ﾀ

それでもあなたを「赦す」と言う
黒人差別が引き起こした教会銃乱射事件
殿さま忍者 秘伝を継ぐ者
地下アイドルと筑前煮 最後の晩ごはん４
二百十番館にようこそ
靖国神社とは何だったのか

ジェニファー ベリー ホーズ 亜紀書房

聖 龍人
椹野 道流
加納 朋子
堀 雅昭

2020年8月 936/ﾎ

コスミック出版 2020年7月 BF/ﾋｼﾞ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年8月 BF/ﾌｼ/14

文藝春秋
宗教問題

2020年8月 F/ｶﾉ
2020年8月 Y175/ﾎ

〈児童〉

東大松丸式ナゾトキスクール
ラストで君は「まさか！」と言う 見えない秘密
ラストで君は「まさか！」と言う 秋の物語
父さんのことば
こんたのさかなつり
ステラとカモメとプラスチック うみべのおそうじパーティー
ごきげんななめ
カールはなにをしているの？
おおぐいタローいっちょくせん
のりものいっぱい！どこにいくの？

松丸 亮吾∥監修

小学館
ＰＨＰ研究所
ＰＨＰ研究所
パトリシア マクラクラン リーブル
田中 友佳子
徳間書店
イジー バートン
岩崎書店
エンマ ヴィルケ
ほるぷ出版
デボラ フリードマン
ＢＬ出版
マスダ カルシ
白泉社
ひさかたチャイルド
間瀬 なおかた

2020年8月 79/ﾄ
2020年9月 91/ﾗ
2020年9月 91/ﾗ
2020年8月 93/ﾏ
2020年8月 E/ﾀ
2020年7月 E/ﾊﾞ
2020年8月 E/ﾋﾞ
2020年8月 E/ﾌ
2020年8月 E/ﾏ
2020年8月 E/ﾏ

〈高千帆分館〉

淵泉篇 あきない世傳 金と銀 ９

髙田 郁

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

角川春樹事務所 2020年9月

BF/ﾀｶ/9

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （１０/１７～１０/２３）

2020年10月24日作成

◇中央図書館
〈一般〉

できるＯｕｔｌｏｏｋパーフェクトブック 困った！＆便利ワザ大全
主体的な学びを支える学校図書館 小学校・中学校の授業サポート事例から

６０分でわかる！テレワーク導入ガイド
Ｚｏｏｍ ＆ Ｓｌａｃｋ ＆ Ｃｈａｔｗｏｒｋ ＆ Ｄｒｏｐｂｏｘ ＆ Ｃｈｒｏｍｅ
リモートデスクトップ基本＆便利技
２１世紀の新しい職業図鑑 未来の職業ガイド
転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方
採用獲得のメソッド ２０２２年度版
「大人の引きこもり」見えない息子と暮らした母親たち
東電被曝二〇二〇・黙示録
戦争孤児たちの戦後史 総論編 １
戦争孤児たちの戦後史 西日本編 ２
おはなしおばさんのおはなし春夏秋冬
アイヌの祈り
性からよむ江戸時代 生活の現場から
ダーウィン 種の起源 未来へつづく進化論
ゴリラのすべて 強くて優しくカッコいい“進化の隣人”
シャバーニはイクメン！？ゴリラ大図解！
人生で大事なことはみんなゴリラから教わった
認知症でも心は豊かに生きている
認知症になった認知症専門医長谷川和夫１００の言葉
アートリップ入門 認知症のうつ・イライラを改善する対話型アート鑑賞プログラム

ゼロからはじめるＳｌａｃｋ 基本＆便利技
ゼロからはじめるＧ Ｓｕｉｔｅ基本＆便利技
京都とっておきのお取り寄せカタログ
はじめてのセルフリノベ ＤＩＹ初心者でもできる！
かんたんリノベーション DIY
おうちでできるヘアカット
キッズ・大人・シニア家族全員ホームヘアカット
段取り上手のメール さくさく仕事が進む超速文章術
不動産激変 コロナが変えた日本社会
水墨画年賀状 丑を描く 描き順や筆づかいをやさしく解説
ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ コロナ論
剣の舞 ハチャトゥリヤン 師の追憶と足跡
日本アニメ誕生
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．７
俳句いまむかし
別れる勇気 男と女のいい関係のカタチ
明るい覚悟 こんな時代に
非・絶滅男女図鑑
男はホントに話を聞かないし、女も頑固に地図は読まない
ほんとうのリーダーのみつけかた
「がんになって良かった」と言いたい
ラスト・ストーリーズ
サブリナとコリーナ
メイドの手帖
最低賃金でトイレを掃除し「書くこと」で
自らを救ったシングルマザーの物語
青い目のジャン
小さなことで感情をゆさぶられるあなたへ
相模原障害者殺傷事件
漱石先生
一杯のおいしい紅茶 ジョージ・オーウェルのエッセイ

三沢 友治 他
和田 幸子
テレワーク研究会
リンクアップ

インプレス

2020年8月 007.6/ﾐ

少年写真新聞社 2020年8月

017/ﾜ

技術評論社 2020年8月
技術評論社 2020年8月 336.4/ﾘ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

336.4/ﾃ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

武井 一巳
谷所 健一郎

秀和システム 2020年8月
マイナビ出版 2020年8月

臼井 美伸
小笠原 和彦

育鵬社
風媒社
吉川弘文館
吉川弘文館

366.2/ﾀ/ｱｵ
366.2/ﾔ/ｱｶ

2020年8月 367.7/ｳ
2020年7月 369.3/ｵ
2020年8月 369.3/ｾ/1
2020年9月 369.3/ｾ/2

藤田 浩子∥語り
堀内 昭彦
沢山 美果子
長谷川 眞理子
山極 寿一∥監修

読書サポート 2020年9月 376.1/ﾌ

山極 寿一
長谷川 和夫

家の光協会 2020年8月 489.9/ﾔ
中央法規出版 2020年8月 493.75/ﾊ

林 容子
オンサイト
リンクアップ

誠文堂新光社 2020年8月 493.75/ﾊ
技術評論社 2020年9月 547.4/ｵ/P
技術評論社 2020年9月 547.4/ﾘ/P

長野 恵理

朝日新聞出版 2020年8月 588/ｷ
エクスナレッジ 2020年8月 592.7/ﾅ

求龍堂
岩波書店
ＮＨＫ出版
廣済堂出版

2020年8月 382.1/ﾎ
2020年8月 384.7/ｻ
2020年8月 467.5/ﾊ
2020年8月 489.9/ｺﾞ

主婦の友社 2020年9月 595.3/ｵ
中川路 亜紀
牧野 知弘
水墨画塾編集部∥編
小林 よしのり
寺原 伸夫
豊田 有恒

文藝春秋
祥伝社

2020年8月

670.9/ﾅ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

2020年9月 673.9/ﾏ

誠文堂新光社 2020年9月 724.1/ｽ
2020年8月 726/ｺ
扶桑社

ハンナ
勉誠出版

2020年7月 762.3/ﾊ
2020年8月 778.7/ﾄ

実業之日本社 2020年8月 780/ﾊﾟ/7

坪内
家田
落合
鈴木

稔典
荘子
恵子
涼美

毎日新聞出版 2020年8月 911.3/ﾂ/ﾁｬ

さくら舎

2020年8月 914.6/ｲ

朝日新聞出版 2020年9月 914.6/ｵ
2020年8月 914.6/ｽ
集英社

梨木 香歩
山口 雄也 他
ウィリアム トレヴァー
ファハルド＝アンスタイン
ステファニー ランド

岩波書店
徳間書店
国書刊行会
新潮社
双葉社

914.6/ﾅ
916/ﾔ
933.7/ﾄ
933.7/ﾌ
2020年7月 936/ﾗ

ジャン ジオノ
大嶋 信頼
朝日新聞取材班
寺田 寅彦
ジョージ オーウェル

2020年8月 953.7/ｼﾞ
彩流社
ＰＨＰ研究所 2020年8月 B141/ｵ
朝日新聞出版 2020年7月 B368/ｱ
中央公論新社 2020年7月 B910/ﾅ
中央公論新社 2020年8月 B934/ｵ

2020年7月
2020年7月
2020年8月
2020年8月

口笛の上手な白雪姫
空白の家族 警視庁犯罪被害者支援課 ７
幽霊終着駅（ターミナル）
悪い姉

小川
堂場
赤川
渡辺

洋子
瞬一
次郎
優

幻冬舎
講談社
文藝春秋
集英社

2020年8月 BF/ｵｶﾞ
2020年8月 BF/ﾄﾞｳ/7

光文社

2020年5月 SF/ｵｵ

ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著

金の星社

2020年8月 49/ｳ

内海 裕美∥監修
グレイス ハンセン

少年写真新聞社 2020年8月

子どもの未来社 2020年9月

49/ｽ
49/ﾊ/1

グレイス ハンセン

子どもの未来社 2020年9月

49/ﾊ/2

グレイス ハンセン

子どもの未来社 2020年9月

49/ﾊ/3

上村 協子∥監修

汐文社

佐東 みどり ほか
廣嶋 玲子
岡田 千晶
酒井 駒子
舘野 鴻
エミリー ダブ
中川 学
星野 イクミ
山田 花菜
アーノルド ローベル

朝日新聞出版 2020年8月 91/ｶ
ＰＨＰ研究所 2020年9月 91/ﾋ/2

2020年8月 F/ｱｶ
2020年8月 F/ﾜﾀ

〈ティーンズ〉

さよなら願いごと

大崎 梢

〈児童〉

どうしてしんがたコロナになるの？
スマホとゲーム障害 上手に使って病気を防ごう！
おしえて！ジャンボくん
新型コロナウイルス これが新型コロナウイルスだ！
おしえて！ジャンボくん
新型コロナウイルス ウイルスとのたたかい ２
おしえて！ジャンボくん
新型コロナウイルス はたらくヒーローたち ３
今日からなくそう！食品ロス
食べられるのに捨てられちゃうの？ わたしたちにできること １
科学探偵ＶＳ．暴走するＡＩ 前編
秘密に満ちた魔石館 ２
まほうのハッピーハロウィン
梨の子ペリーナ イタリアのむかしばなし
がろあむし
きつねさん
だいぶつさま おまつりですよ
いろりからでてきたくろいて 日本民話
おつきみパーティー まんまるまんまる
これがぼくらにぴったり！

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2020年8月 58/ｷ

ブロンズ新社 2020年8月 E/ｵ

ＢＬ出版
偕成社
岩崎書店
アリス館
鈴木出版
ほるぷ出版
好学社

2020年9月 E/ｻ
2020年9月 E/ﾀ
2020年9月 E/ﾀﾞ
2020年8月 E/ﾅ
2020年8月 E/ﾎ
2020年8月 E/ﾔ
2020年8月 E/ﾛ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （１０/２４～１０/３０）

2020年10月31日作成

◇中央図書館
〈一般〉

靖国神社論
働き方５．０ これからの世界をつくる仲間たちへ
図書館の基本を求めて １０
はじめての読書メソッド 本が苦手な子を本好きにする１７の方法
逃げる技術 ギリギリまで我慢してしまうあなたへ
一冊でわかる中国史
世界と日本がわかる国ぐにの歴史
信長 空白の百三十日
天神様の正体 菅原道真の生涯
地図で見るイスラエルハンドブック
韓国社会の現在 超少子化、貧困・孤立化、デジタル化
たのしい知識
ぼくらの天皇〈憲法〉・汝の隣人・コロナの時代
言論の不自由
香港、そしてグローバル民主主義にいま何が起こっているのか
新解説 世界憲法集
国連って誰のことですか 巨大組織を知るリアルガイド
ポストコロナの米中覇権とデジタル人民元
マンション管理員オロオロ日記
当年７２歳、夫婦で住み込み、２４時間苦情承ります
朝日新聞の慰安婦報道と裁判
教育格差の経済学 何が子どもの将来を決めるのか
発達障害のある子の相談・支援のキホン５２
本人理解にもとづくコミュニケーションとかかわり方
沖縄・基地白書 米軍と隣り合う日々
ぶっ飛び！科学教室
科学オタクが贈るとっておきのネタと実験
関節リウマチ よくわかる最新医学
認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由
５０００人を診てわかったほんとうの話
大人の発達障害グレーゾーンの人たち
女性のための発達障害の基礎知識
会社や学校に行けなくなる前に知っておきたい１４章
みんなに話したくなる感染症のはなし
１４歳からのウイルス・細菌・免疫入門
シニアの頻尿・尿もれ・便失禁 その悩み、治療で改善できます！
免疫力を上げて体を守る！
今忍び寄る新型ウイルスの脅威に立ち向かう！！
１時間多く眠る！睡眠負債解消法
日中の眠気は身体のＳＯＳ、能力を半減させている！
食べる投資 ハーバードが教える世界最高の食事術
干物料理帖 手間、塩いらずでうま味たっぷり
バズレシピ 進化した“野菜の食べ方”がここにある！ ベジ飯編
ぼくは６歳、紅茶プランテーションで生まれて。
スリランカ・農園労働者の現実から見えてくる不平等
ブランディングが９割
なぜか小さい会社でも勝てる不思議なカラクリ
全国路線バス停留所総覧 関西
いまだ、おしまいの地
きつおんガール うまく話せないけど、仕事してます。
イリュミナシオン ランボオ詩集
希望の峰 マカルー西壁
隣人Ｘ

岩田
落合
田井
有元
根本
岡本

重則
陽一
郁久雄
秀文(他)
裕幸
隆司∥監修

青土社
小学館

2020年8月 175.1 /ｲ /
2020年6月 007.3/ｵ

大学教育出版 2020年8月 010.4/ﾀ/10

合同出版
徳間書店

2020年8月 019.2/ｱ
2020年8月 146.8/ﾈ

河出書房新社 2020年8月 222/ｲ

木下 昌輝
森 公章
フレデリック アンセル
春木 育美
高橋 源一郎

2020年8月 289.1/ｵ
文藝春秋
吉川弘文館 2020年9月 289.1/ｽ
2020年9月 302.2/ｱ
原書房
中央公論新社 2020年8月 302.2/ﾊ
朝日新聞出版 2020年9月 304/ﾀ

ジョシュア ウォン

河出書房新社 2020年8月 312.2/ｳ

初宿
岩谷
遠藤
南野

三省堂
信山社

正典(他)∥編
暢子
誉(他)
苑生

2020年9月 323/ｼ
2020年7月 329.3/ｲ

実業之日本社 2020年8月 332.2/ｴ
フォレスト出版 2020年10月 365.3/ﾐ

北野 隆一
橘木 俊詔
阿佐野 智昭

朝日新聞出版 2020年8月 369.3/ｷ

「沖縄 基地白書」取材班∥編著

ヘレン アーニー

高文研
化学同人

木之下 徹

主婦の友社 2020年9月 493.6/ｶ
2020年8月 493.75/ｷ
講談社

林 寧哲(他)∥監修
宮尾 益知

河出書房新社 2020年8月 493.76/ﾐ

仲野 徹

河出書房新社 2020年8月 493.8/ﾅ

髙橋 悟(他)∥監修
酒向 猛(他)∥監修

ＮＨＫ出版
扶桑社

2020年8月 494.95/ｼ

岡島 義

さくら舎

2020年8月 498.36/ｵ

満尾 正
うすい はなこ
リュウジ
栗原 俊輔

アチーブメント出版

2019年12月

乙幡 満男

青春出版社 2020年7月

こだま
小乃 おの
アルチュール ランボオ
笹本 稜平
パリュスあや子

ＣＨＩＮＴＡＩ
太田出版
合同出版
土曜社
祥伝社
講談社

ＮＨＫ出版

2020年8月 372.1/ﾀ

中央法規出版 2020年9月 378/ｱ

講談社

2020年9月 395.3/ｵ
2020年8月 407/ｱ

2020年8月 493.76/ｵ

2020年8月 498.3/ﾒ

498.58/ﾐ

日東書院本社 2020年8月 596.35/ｳ

扶桑社
合同出版

2020年8月 596.37/ﾘ
2020年8月 617.4/ｸ
675/ｵ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

2020年8月 685.5/ｾﾞ
2020年9月 914.6/ｺ
2020年9月 916/ｵ
2020年7月 951.6/ﾗ
2020年7月 F/ｻｻ
2020年8月 F/ﾊﾟﾘ

殿、それでは戦国武将のお話をいたしましょう
貝原益軒の歴史夜話
デス・レター
海蝶
維新の残り火・近代の原風景

山崎 光夫

中央公論新社 2020年5月 F/ﾔﾏ

山田 正紀
吉川 英梨
山城 滋

東京創元社 2020年8月 F/ﾔﾏ
2020年9月 F/ﾖｼ
講談社
2020年6月 Y210/ﾔ
弦書房

白石 拓∥監修
岡崎 務
宮下 すずか
むらい かよ
アガサ クリスティー
えがしら みちこ
大森 裕子
五味 太郎
鈴木 まもる
たけがみ たえ
どい かや
アリス プロベンセン(他)
松永 禎郎
村山 純子
やぎゅう げんいちろう

辰巳出版
ＰＨＰ研究所
くもん出版
ポプラ社
早川書房
白泉社
白泉社
絵本館
金の星社
ポプラ社
偕成社
ほるぷ出版
ひかりのくに
小学館
福音館書店

〈児童〉

小学生でも知っておくべき！数学のはなし
さぐろう生物多様性 身近な生きものはなぜ消えた？
トソックオマトソート！
おばけのうんどうかい おばけマンション
茶色の服の男
だれだれ？ハロウィン
めんのずかん
とりあえずまちましょう
どうろをつくるじどうしゃ
おとうふ２ちょう
ねこのニャンルー
みみずくと３びきのこねこ
たぬきのいとぐるま
どちらがおおい？ かぞえるえほん さわるえ＆てんじつき
ねられん ねられん かぼちゃのこ

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2020年8月 41/ｼ
2020年9月 46/ｵ
2020年9月 91/ﾐ
2020年9月 91/ﾑ
2020年8月 93/ｸ
2020年9月 E/ｴ
2020年9月 E/ｵ
2020年9月 E/ｺﾞ
2020年9月 E/ｽ
2020年9月 E/ﾀ
2020年9月 E/ﾄﾞ
2020年8月 E/ﾌﾟ
2020年8月 E/ﾏ
2020年9月 E/ﾑ
2020年9月 E/ﾔ

