
あたらしく購入した本　 （１０/３１～１１/６） 2020年11月7日作成

◇中央図書館

〈一般〉

はじめてのＡＩ 土屋  誠司 創元社 2020年8月 007.1/ﾂ

絵本ＢＯＯＫ  ＥＮＤ　２０２０ 絵本学会機関誌編集委員会∥編集 絵本学会 2020年8月 019.5/ｴ/20

李登輝  いま本当に伝えたいこと 早川  友久 ビジネス社 2020年9月 289.2/ﾘ

カエサル 内戦の時代を駆けぬけた政治家 小池  和子 岩波書店 2020年8月 289.3/ｶ

るるぶ山陰 出雲  松江  鳥取  萩 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年9月 291.7/ﾙ/21

「コロナ」から日常を取り戻す ビジネス社 2020年8月 304/ｺ

ニッポンの違和感 松尾  貴史 毎日新聞出版 2020年8月 304/ﾏ

武漢ウイルスと習近平帝国２０２０ 飛鳥新社 2020年8月 312.2/ﾌﾞ

ブラック・ライヴズ・マター 黒人たちの叛乱は何を問うのか 河出書房新社 2020年8月 316.8/ﾌﾞ

令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック 水津  陽子 実業之日本社 2020年9月 318.8/ｽ

  こうして地域のリスクに備える！

中国発グローバル企業の実像　改訂増補版 徐  方啓 千倉書房 2020年7月 335.2/ｼﾞ

人はなぜ「自由」から逃走するのか エーリヒ・フロムとともに考える 仲正  昌樹 ベストセラーズ 2020年9月 361.4/ﾅ

いちばんわかりやすい最新介護保険 サービス  手続き  使い方 〔２０２０〕 伊藤  亜記∥監修 成美堂出版 2020年10月 364.4/ｲ

女子の副業 夢もお金もあきらめない。 滝岡  幸子 青春出版社 2020年9月 366.2/ﾀ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

男性育休の困難 取得を阻む「職場の雰囲気」 齋藤  早苗 青弓社 2020年8月 366.3/ｻ

ヨコハマメリー 白塗りの老娼はどこへいったのか 中村  高寛 河出書房新社 2020年8月 B368/ﾅ

糖尿病の人のための免疫力を高める方法 工藤  孝文 日東書院本社 2020年9月 493.12/ｸ

コロナウイルスの終息とは、撲滅ではなく共存 池上  彰　他 ＳＢクリエイティブ 2020年8月 498.6/ｲ

ぼくの映画人生 大林  宣彦 実業之日本社 2020年7月 B778/ｵ

本とあるく旅 森  まゆみ 産業編集センター 2020年8月 915.6/ﾓ

優しい暴力の時代 チョン  イヒョン 河出書房新社 2020年8月 929.1/ﾁ
ブラック・ハンター ジャン＝クリストフ  グランジェ 早川書房 2020年9月 953.7/ｸﾞ

ＡＩ分析でわかったトップ５％社員の習慣 越川  慎司 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2020年9月 159.4/ｺ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

乳房のくにで 深沢  潮 双葉社 2020年9月 F/ﾌｶ

ｆｉｓｈｙ（フィッシー） 金原  ひとみ 朝日新聞出版 2020年9月 F/ｶﾈ

初夏の訪問者 紅雲町珈琲屋こよみ ８ 吉永  南央 文藝春秋 2020年8月 F/ﾖｼ

別れを癒す、３６５日のことば マーサ  ヒックマン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年8月 159.8/ﾋ

にっぽん全国たのしい船旅 イカロス出版 2020年9月 291/ﾆ/20

  フェリー・旅客船の津々浦々紀行 ２０２０－２０２１

官僚の本分 「事務次官の乱」の行方 柳澤  協二　他 かもがわ出版 2020年8月 317.3/ﾔ

死の教科書 心が晴れる４８のヒント 五木  寛之 宝島社 2020年9月 114.2/ｲ

嫌われるジャーナリスト 田原  総一朗　他 ＳＢクリエイティブ 2020年9月 070.1/ﾀ

ただ読むだけでぐんぐん目がよくなる久保田式視力回復ドリル 久保田  明子 主婦の友インフォス 2020年9月 496.41/ｸ

スキンケアは洗顔が９割 肌が最高キレイになるＣａｏｒｕ式「超洗顔」法 Ｃａｏｒｕ ＰＨＰエディターズ・グループ 2020年9月 595.5/ｶ

だれでも簡単、４０種類以上！おうちでとれたて野菜 河村  毱子 河出書房新社 2020年8月 626.9/ｶ

  土を使わない安心・安全な水耕栽培

ニュースがわかる基礎用語 ２０２０－２０２１年版 清水書院 2020年8月 814.7/ﾆ/ｱｶ

  就活  ビジネス ニュース検定の出題語がひと目でわかる 

かんたんおいしい超便利！冷凍うどんアイデア帖 とにかく頼れる１００レシピ 伯母  直美 東京書店 2020年9月 596.38/ｳ

畑の益虫とその増やし方 農薬に頼らず自然の力で野菜を育てる ブティック社 2020年9月 626.9/ﾊ

数学者の夏 藤本  ひとみ 講談社 2020年9月 F/ﾌｼﾞ

季節を楽しむボタニカルリース 自然の恵みで暮らしを彩る 唐津  攝子 ナツメ社 2020年10月 627.9/ｶ/ﾋﾟﾝ

免疫力を上げる！発酵食レシピ 塩麹・しょうゆ麹・甘酒で作る 小紺  有花 河出書房新社 2020年8月 596/ｺ/ﾒﾝｴｷ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

ハジメテヒラク こまつ  あやこ 講談社 2020年8月 SF/ｺﾏ

団地のコトリ 八束  澄子  ポプラ社 2020年8月 SF/ﾔﾂ

〈児童〉

子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語 ナンシー  カーペンター 西村書店東京出版編集部 2020年9月 28/ﾆ

キッチンサイエンスラボ 親子で楽しむ５２の科学体験 Ｌｉｚ  Ｌｅｅ  Ｈｅｉｎｅｃｋｅ オライリー・ジャパン 2020年8月 40/ﾊ

なぞにせまれ！世界の恐竜 アメリカ大陸 １ 渡部  真人∥監修 汐文社 2020年7月 45/ﾅ/1

なぞにせまれ！世界の恐竜 中国・モンゴル ２ 渡部  真人∥監修 汐文社 2020年8月 45/ﾅ/2

なぞにせまれ！世界の恐竜 日本・ヨーロッパ ３ 渡部  真人∥監修 汐文社 2020年9月 45/ﾅ/3

タコとイカはどうちがう？ 池田  菜津美 ポプラ社 2020年7月 48/ｲ

再生可能エネルギー図鑑 Ｌｏｏｏｐ∥監修 日経ＢＰ 2020年8月 50/ｻ

とどけ、サルハシ！ 葦原  かも 小峰書店 2020年9月 91/ｱ

４年１組のオバケ探偵団 ホオズキくんのオバケ事件簿 ３ 富安  陽子 ポプラ社 2020年9月 91/ﾄ/3

青春！卓球部 横沢  彰 新日本出版社 2020年8月 91/ﾖ

あかずきんちゃんとウイルスオオカミ あくざわ  めぐみ 教育画劇 2020年9月 C

おばけのおうさま  ゴホンゴホン 田中  六大 教育画劇 2020年9月 C

さんじょう！てあらいかめん よしむら  あきこ 教育画劇 2020年9月 C

あるヘラジカの物語 鈴木  まもる あすなろ書房 2020年9月 E/ｽ

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



あたらしく購入した本　 （１１/７～１１/１３） 2020年11月14日作成

◇中央図書館

〈一般〉

忖度しません 斎藤  美奈子 筑摩書房 2020年9月 019.9/ｻ

名著ではじめる哲学入門 萱野  稔人 ＮＨＫ出版 2020年9月 130.3/ｶ

マルクス・ガブリエル  危機の時代を語る マルクス  ガブリエル∥述 ＮＨＫ出版 2020年9月 134.9/ｶﾞ

「自分だけの答え」が見つかる１３歳からのアート思考 末永  幸歩 ダイヤモンド社 2020年2月 141.5/ｽ

人生のタネ明かし　成果を出す人に共通する心の秘密 志村  祥瑚 講談社 2020年9月 146.8/ｼ

弘兼流「老春時代」を愉快に生きる 弘兼  憲史 海竜社 2020年8月 159.7/ﾋ

村上水軍　その真実の歴史と経営哲学 園尾  隆司 金融財政事情研究会 2020年9月 210.4/ｿ

ローマ史再考 田中  創 ＮＨＫ出版 2020年8月 232.8/ﾀ

　なぜ「首都」コンスタンティノープルが生まれたのか

世界で最も危険な男　「トランプ家の暗部」を姪が告発 メアリー  トランプ 小学館 2020年9月 289.3/ﾄ

ネルソン・マンデラ セロ  ハタン（他） あすなろ書房 2020年9月 289.3/ﾏ

マイナンバーカード・マイナポータル徹底活用丸分かりマニュアル 大豆生田  崇志 日経ＢＰマーケティング 2020年10月 317.6/ｵ

　新しい生活様式に不可欠

マイナンバーとマイナポイントを賢くつかう本 天道  猛 秀和システム 2020年9月 317.6/ﾃ

　いますぐできるポイント還元！

コミュ障だった僕を激変させた公務員の「伝え方」の技術 牧野  浩樹 学陽書房 2020年9月 318.3/ﾏ

コロナ時代の経済復興　専門家４０人から明日への緊急提案 創成社 2020年8月 332.1/ｺ

コロナ大不況で「経済死」しないための本 大和  竜一 扶桑社 2020年9月 335.3/ﾔ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

アフターコロナのＩＴソリューション 谷田部  卓 エムディエヌコーポレーション 2020年9月 336.1/ﾔ/ﾁｬｲﾛ

労働時間・休日・休暇 労務行政研究所∥編 労務行政 2020年8月 336.4/ﾛ/ﾐｽﾞ

粉飾＆黒字倒産を読む　「あぶない決算書」を見抜く技術 矢部  謙介 日本実業出版社 2020年9月 336.8/ﾔ/ﾐﾄﾞﾘ

あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 １０代から知っておきたい 森山  至貴 ＷＡＶＥ出版 2020年8月 361.4/ﾓ

元コミュ障アナウンサーが考案した会話がしんどい人のための 吉田  尚記 アスコム 2020年8月 361.4/ﾖ

話し方・聞き方の教科書

ルポ新型コロナ詐欺　経済対策２００兆円に巣食う正体 奥窪  優木 扶桑社 2020年9月 368.6/ｵ

シニアの１，２分間運動不足解消体操５０ 斎藤  道雄 黎明書房 2020年9月 369.2/ｻ

避難所に行かない防災の教科書 西野  弘章 扶桑社 2020年8月 369.3/ﾆ

　被災体験で分かった！２週間の自宅避難を乗り切る技術

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい吃音・チック・トゥレット症候群 藤野  博∥監修 ミネルヴァ書房 2020年9月 378.5/ｶ

ｗｉｔｈコロナ時代の特別支援教育 明治図書出版 2020年9月 378/ｳ

ウイルスの世紀　なぜ繰り返し出現するのか 山内  一也 みすず書房 2020年8月 465.8/ﾔ

バセドウ病・橋本病　その他の甲状腺の病気 伊藤  公一∥監修 高橋書店 2020年8月 493.49/ﾊﾞ

医者にがんと言われたら最初に読む本 中川  恵一 エクスナレッジ 2020年8月 494.5/ﾅ

患者が絶えないカリスマ眼科医がやっている失明しない習慣 平松  類 小学館 2020年7月 496.3/ﾋ

建設業界のしくみとビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書 降籏  達生 技術評論社 2020年9月 510.9/ﾌ

簡単手作り石けん、ハンドジェル、ハンド＆マスクスプレー 生活の木 主婦の友社 2020年9月 576.5/ｾ

　清潔な暮らしに役立つ４５のアロマクラフト

ゴルゴ１３特別授業 土岐  寛 幻冬舎 2020年8月 726.1/ﾄ

世界のダンジョン　冒険をめぐる情景 パイインターナショナル 2020年8月 748/ｾ

あなねこ 繁昌  良司 集英社 2020年8月 748/ﾊ

フォークソングが教えてくれた 小川  真一 マイナビ出版 2020年8月 767.8/ｵ

妻たちのプロレス　男と女の場外バトル ターザン山本（他） 河出書房新社 2020年8月 788.2/ﾀ

飛び散れ、水たち 近江  瞬 左右社 2020年5月 911.1/ｵ

どこにでもあるケーキ 三角  みづ紀 ナナロク社 2020年8月 911.5/ﾐ/ｸﾛ

米寿を過ぎて長い旅 山折  哲雄 海風社 2020年6月 914.6/ﾔ

人を乞う あさの  あつこ 祥伝社 2020年10月 BF/ｱｻ

きみの瞳が問いかけている 沢木  まひろ 宝島社 2020年9月 BF/ｻﾜ

六莫迦記　これが本所の穀潰し 新美  健 早川書房 2020年1月 BF/ﾆｲ

猫弁と星の王子 大山  淳子 講談社 2020年9月 F/ｵｵ/6
帝都争乱　サーベル警視庁 今野  敏 角川春樹事務所 2020年9月 F/ｺﾝ/2

働く女子に明日は来る！ 中澤  日菜子 小学館 2020年9月 F/ﾅｶ

図書館年鑑　２０２０ 日本図書館協会 2020年8月 R010/ﾄ/20

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

紙の心 エリーザ  プリチェッリ  グエッラ 岩波書店 2020年8月 S973/ﾌﾟ

『外科室』の一途 むすぶと本。 野村  美月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 SBF/ﾉﾑ

ハイキュー！！ショーセツバン！！　１２ 星  希代子（他） 集英社 2020年8月 SF/ﾎｼ/12

〈児童〉

パソコンがなくてもできる！はじめてのプログラミング 松林  弘治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 00/ﾏ

ピラミッドのサバイバル　２ 洪  在徹 朝日新聞出版 2020年9月 24/ﾎ/2

教育 目標４　ＳＤＧｓのきほん　未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2020年9月 33/ｲ

ジェンダー 目標５　ＳＤＧｓのきほん　未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2020年9月 33/ｲ

オーケストラをつくろう メアリー  オールド ＢＬ出版 2020年9月 76/ｵ

ゾウとともだちになったきっちゃん 入江  尚子 福音館書店 2020年9月 91/ｲ

ココロ屋  つむぎのなやみ 梨屋  アリエ 文研出版 2020年9月 91/ﾅ

ゴーストパークの罠　絶体絶命ゲーム　８ 藤  ダリオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 91/ﾌ/8

名探偵ポアロ  ナイルに死す アガサ  クリスティー 早川書房 2020年9月 93/ｸ

キャラメル色のわたし シャロン  Ｍ  ドレイパー 鈴木出版 2020年8月 93/ﾄﾞ

サンドイッチにはさまれたいやつよっといで 岡田  よしたか 佼成出版社 2020年9月 E/ｵ

きょうりゅうたちもほんがよめるよ マーク  ティーグ 小峰書店 2020年9月 E/ﾃ

ママ、どっちがすき？ 中田  いくみ パイインターナショナル 2020年9月 E/ﾅ

だれかなぁ？ みやにし  たつや 鈴木出版 2020年9月 E/ﾐ

〈高千帆分館〉

あっ、ごはん炊くの忘れてた！　おなかがすいたハラペコだ。 ３ 椎名  誠 新日本出版社 2020年9月 596/ｼ/3

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



あたらしく購入した本　 （１１/１４～１１/２０） 2020年11月21日作成

◇中央図書館

〈一般〉

番号は謎 佐藤  健太郎 新潮社 2020年8月 049/ｻ

よくわかる思考実験 髙坂  庵行 イースト・プレス 2020年9月 141.5/ｺ

「繊細さん」の知恵袋 仕事、人間関係の悩みがスーッと軽くなる！ 武田  友紀 マガジンハウス 2020年9月 141.9/ﾀ

これならわかる戦争の歴史Ｑ＆Ａ 石出  法太　他 大月書店 2020年9月 209/ｲ

〈現代語訳〉ベスト・オブ・渋沢栄一 渋沢  栄一 ＮＨＫ出版 2020年9月 289.1/ｼ

るるぶ北陸  金沢 富山  福井 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年11月 291.4/ﾙ/21

地図でスッと頭に入るアメリカ５０州 デイビッド  セイン∥監修 昭文社 2020年9月 295.3/ﾁ

佐高信の徹底抗戦 佐高  信 旬報社 2020年9月 304/ｻ

独裁と孤立 トランプのアメリカ・ファースト 園田  耕司 筑摩書房 2020年9月 312.5/ｿ

ジョン・ボルトン回顧録 トランプ大統領との４５３日 ジョン  ボルトン 朝日新聞出版 2020年10月 312.5/ﾎﾞ

公明党に問うこの国のゆくえ 田原  総一朗　他 毎日新聞出版 2020年9月 315.1/ﾀ

私の身に起きたこと とあるウイグル人女性の証言 清水  ともみ 季節社 2020年11月 316.8/ｼ

ステイ・スモール 会社は「小さい」ほどうまくいく ポール  ジャルヴィス ポプラ社 2020年9月 335.3/ｼﾞ/ｹｲｴｲ

１４歳で“おっちゃん”と出会ってから、 川口  加奈 ダイヤモンド社 2020年9月 335.8/ｶ/ｹｲｴｲ

  １５年考えつづけてやっと見つけた「働く意味」

ビジネス名著１００  見るだけノート エリートの教養が２時間で身につく！ 平野  敦士カール∥監修 宝島社 2020年9月 335/ﾋﾞ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

Ｊｏｙ  ａｔ  Ｗｏｒｋ　片づけでときめく働き方を手に入れる 近藤  麻理恵　他 河出書房新社 2020年9月 336/ｺ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ざんねんなオフィス図鑑 沢渡  あまね　他 シーアンドアール研究所 2020年10月 336/ｻ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

産めないけれど育てたい。 不妊からの特別養子縁組へ 池田  麻里奈　他 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 367.3/ｲ

ルポ  車上生活 駐車場の片隅で ＮＨＫスペシャル取材班 宝島社 2020年9月 368.2/ｴ

苦しい時は電話して 坂口  恭平 講談社 2020年8月 368.3/ｻ

子どもの心の声を聴く 子どもアドボカシー入門 堀  正嗣 岩波書店 2020年9月 369.4/ﾎ
幻のアフリカ納豆を追え！ そして現れた〈サピエンス納豆〉 高野  秀行 新潮社 2020年8月 383.8/ﾀ

中野京子の西洋奇譚 中野  京子 中央公論新社 2020年9月 388.3/ﾅ

数学が好きになる数の物語１００話 コリン  スチュアート ニュートンプレス 2020年10月 410.4/ｽ

円をめぐる冒険 幾何学から文化史まで アルフレッド  Ｓ．ポザマンティエ 紀伊國屋書店 2020年9月 414.1/ﾎﾟ

昆虫のとんでもない世界 丸山  宗利∥監修 平凡社 2020年8月 486/ｺ

フレイル予防のあいうえお 今からはじめる健康長寿ライフ 西山  緑 幻冬舎メディアコンサルティング 2020年9月 493.18/ﾆ/ﾁｮｳｼﾞｭ

パンデミックブルーから心と体と暮らしを守る５０の方法 古賀  良彦 亜紀書房 2020年8月 493.7/ｺ

「コロナうつ」かな？そのブルーを鬱にしないで 和田  秀樹 ワック 2020年8月 493.7/ﾜ

刺しゅう糸で編むシルバニアファミリーのかぎ針編みのお洋服 日本ヴォーグ社 2020年7月 594.3/ｼ/ﾐﾄﾞ

りえさん手帖 ２ 西原  理恵子 毎日新聞出版 2020年9月 726/ｻ/2

大江健三郎全小説全解説 尾崎  真理子 講談社 2020年9月 910.2/ｵ

武漢日記 封鎖下６０日の魂の記録 方方 河出書房新社 2020年9月 926/ﾌ

特捜部Ｑ アサドの祈り ８ ユッシ  エーズラ  オールスン 早川書房 2020年7月 949.7/ｴ

先延ばしは１冊のノートでなくなる 大平  信孝 大和書房 2020年9月 B159/ｵ

トランプ、ウソつかない 髙山  正之 新潮社 2020年9月 B304/ﾀ

自分で自宅でカラダを整える方法 猪越  英明 サンマーク出版 2020年9月 B495/ｲ

井上ひさしベスト・エッセイ 井上  ひさし 筑摩書房 2019年6月 B914/ｲ/1

ひと・ヒト・人 井上ひさしベスト・エッセイ  続 井上  ひさし 筑摩書房 2020年9月 B914/ｲ/2

娘を呑んだ道 スティーナ  ジャクソン 小学館 2020年9月 B949/ｼﾞ

偽計 禁裏付雅帳 １１ 上田  秀人 徳間書店 2020年10月 BF/ｳｴ/11

密使 高家表裏譚 ２ 上田  秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 BF/ｳｴ/2

ルビィ 重松  清 講談社 2020年9月 BF/ｼｹﾞ
新・入り婿侍商い帖 遠島の罠 ２ 千野  隆司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 BF/ﾁﾉ/2

吉原の面影 小説集 永井  荷風　他 中央公論新社 2020年9月 BF/ﾅｶﾞ

高校事変 ８ 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年8月 BF/ﾏﾂ/8

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳  碧人 双葉社 2020年8月 F/ｱｵ

類（るい） 朝井  まかて 集英社 2020年8月 F/ｱｻ

ワカタケル 池澤  夏樹 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2020年9月 F/ｲｹ

小学生刑事（デカ） 伊藤  尋也 小学館 2020年10月 F/ｲﾄ

タクジョ！ 小野寺  史宜 実業之日本社 2020年8月 F/ｵﾉ
私は女になりたい 窪  美澄 講談社 2020年9月 F/ｸﾎﾞ

あなたのご希望の条件は 瀧羽  麻子 祥伝社 2020年9月 F/ﾀｷ

●新着資料リスト●



秘密　乙女の本棚 谷崎  潤一郎 立東舎 2020年9月 F/ﾀﾆ

〈ティーンズ〉

宇宙の神秘 時を超える宇宙船 ルーシー  ホーキング 岩崎書店 2020年9月 S933/ﾎ

満月珈琲店 望月  麻衣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年8月 SF/ﾓﾁ

〈児童〉

台風の大研究 最強の大気現象のひみつをさぐろう 筆保  弘徳∥編著 ＰＨＰ研究所 2020年9月 45/ﾌ

しつもんブック１００ 英語版 ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａ ネオテリック 2020年8月 83/ﾂ

おとうさんのかお 岩瀬  成子 佼成出版社 2020年9月 91/ｲ

おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ  スタルク 徳間書店 2020年9月 94/ｽ

おばけのしんたいそくてい 苅田  澄子∥脚本 童心社 2020年9月 C

どんぐりのうんどうかい あべ  しまこ∥脚本 童心社 2020年9月 C

い～れ～て！ 市居  みか 金の星社 2020年9月 E/ｲ

おふろ、はいる？ 飯野  和好 あかね書房 2020年9月 E/ｲ

あばれネコ キューライス ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 E/ｷ

かじをけすじどうしゃ 改訂 鈴木  まもる 金の星社 2020年9月 E/ｽ

はたらくじどうしゃ 改訂 鈴木  まもる 金の星社 2020年9月 E/ｽ

ビルをつくるじどうしゃ 改訂 鈴木  まもる 金の星社 2020年9月 E/ｽ

ふしぎなポケット ＊すまいるママ＊ チャイルド本社 2020年10月 E/ｽ

ほくほくおいもまつり なかたひろえ ほるぷ出版 2020年9月 E/ﾅ

ほしいなあ、きょうりゅう Ａ  バロー マイナビ出版 2020年9月 E/ﾊﾞ

くにゃ？ ひらぎ  みつえ ほるぷ出版 2020年10月 E/ﾋ

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



あたらしく購入した本　 （１１/２１～１１/２７） 2020年11月28日作成

◇中央図書館

〈一般〉

著作権入門ノート「アートと法」　第２版 小笠原  正仁 阿吽社 2020年10月 021.2/ｵ

　表現の自由・自主規制・キャラクター

三島由紀夫事件５０年目の証言 西  法太郎 新潮社 2020年9月 311.8/ﾆ

　警察と自衛隊は何を知っていたか

すぐに役立つ暮らしのセーフティネット！ 森島  大吾∥監修 三修社 2020年9月 364.7/ｽ

　失業等給付・職業訓練・生活保護・給付金のしくみと手続き

人生のやめどき しがらみを捨ててこれからを楽しむ 樋口  恵子（他） マガジンハウス 2020年9月 367.7/ﾋ

おうち備蓄と防災のアイデア帖 もしもに備える！ 島本  美由紀 パイインターナショナル 2020年9月 369.3/ｼ

こどもの目をおとなの目に重ねて 中村  桂子 青土社 2020年9月 460.4/ﾅ

薬に殺される日本人 内海  聡∥原作 ユサブル 2020年9月 490.4/ｳ

　まんがで簡単にわかる！ 医者が警告する効果のウソと薬害の真実

化学物質過敏症対策　専門医・スタッフからのアドバイス 水城  まさみ（他） 緑風出版 2020年9月 493.14/ﾐ

逆流性食道炎 消化器科の名医が教える最高の治し方大全 文響社 2020年9月 493.44/ｷﾞ

発達障害チェックノート 福西  勇夫 法研 2020年9月 493.76/ﾌ

　自分が発達障害かもしれないと思っている人へ

感染症専門医が教える新型コロナウイルス終息へのシナリオ 奥田  研爾 主婦の友社 2020年9月 493.8/ｵ

知っておきたい感染症 新型コロナと２１世紀型パンデミック 岡田  晴恵 筑摩書房 2020年8月 493.8/ｵ

「閉経」のホントがわかる本 対馬  ルリ子（他） 集英社 2020年9月 495.13/ﾂ

　更年期の体と心がラクになる！

ママにいいこと大全　育児のうつヌケ９５の習慣 主婦の友社 2020年8月 495.8/ﾏ

最高の歩き方 やせる！若返る！疲れにくくなる！ 画期的メソッド 能勢  博 世界文化社 2020年9月 498.35/ﾉ/ｷﾝﾄﾚ

ストレスの９割はコントロールできる 鎌田  敏 明日香出版社 2020年9月 498.39/ｶ

子どもにいいこと大全 自律神経をととのえる６２の習慣 主婦の友社∥編 主婦の友社 2020年8月 498.7/ｼ

世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑 セオドア  グレイ 創元社 2020年9月 530/ｸﾞ

いっきにわかる！Ｓｌａｃｋの始め方・使い方 仕事がはかどる！組織が変わる！ 宝島社 2020年10月 547.4/ｲ/P

ちいさなお直し ダーニング、刺繍、アップリケで穴あき、ほつれ、汚れを繕う いわせ  あさこ 池田書店 2020年9月 593.3/ｲ/ｺｽ

指先が使えるかぎ針編みのミトン　棒針よりも早く編めて実用的！ 日本ヴォーグ社 2020年10月 594.3/ﾕ/ｷ

最高の睡眠ダイエット 山田ＢＯＤＹ ぴあ 2020年8月 595.6/ﾔ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

　がんばらなくていい！しっかり寝るだけ！ 寝る前３分、１週間でマイナス３キロ！

尼寺のやさい料理 素材を生かす精進のこころ 西井  香春 家の光協会 2020年9月 596.21/ﾆ

フライパンひとつで極みのフレンチ 髙良  康之 世界文化社 2020年9月 596.23/ﾀ

ポリ袋で作るズボラさんの感動おやつ 梶  晶子 家の光協会 2020年10月 596.65/ｶ

手づかみ離乳食　赤ちゃんが自分から食べる〈離乳法〉 田角  勝 合同出版 2020年9月 599.3/ﾀ

睡眠の名医が教える 神山  潤 ＳＢクリエイティブ 2020年9月 599.4/ｺ

　聞くだけで赤ちゃんがぐっすり眠る魔法の音楽

イチゴ　１２か月栽培ナビ 藤田  智 ＮＨＫ出版 2020年9月 626.2/ﾌ

『鬼滅の刃』に学ぶ絶望から立ち上がるための２７の言葉 合田  周平 笠倉出版社 2020年10月 726.1/ｱ

生誕２５０年ベートーヴェン《第九》すみからすみまで 音楽之友社 2020年10月 764.3/ﾍﾞ

　演奏家が語る大いなる音楽世界遺産

やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢  秀一 白夜書房 2020年9月 779.1/ﾀ

　ゴミ清掃員がやばい現場で考えたこと

それでも、僕は泳ぎ続ける。 心を腐らせない５４の習慣 入江  陵介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 785.2/ｲ

焚き火の本 猪野  正哉 山と溪谷社 2020年10月 786/ｲ

加藤楸邨（かとうしゅうそん）全歌集 加藤  楸邨 青土社 2020年8月 911.1/ｶ
正岡子規　俳句あり則ち日本文学あり 井上  泰至 ミネルヴァ書房 2020年9月 911.3/ﾏ/ﾁｬ

作家の贅沢すぎる時間 そこで出逢った店々と人々 伊集院  静 双葉社 2020年9月 914.6/ｲ

新しい生活 曽野  綾子 ポプラ社 2020年9月 914.6/ｿ

ディディの傘 ファン  ジョンウン 亜紀書房 2020年10月 929.1/ﾌ

アルベール・カミュ  ペスト　果てしなき不条理との闘い 中条  省平 ＮＨＫ出版 2020年9月 953.7/ｶ

アタマが１分でやわらかくなるすごい雑学 坪内  忠太 三笠書房 2020年10月 B049/ﾂ

したたか  総理大臣・菅義偉の野望と人生 松田  賢弥 講談社 2020年9月 B312/ﾏ

菌世界紀行　誰も知らないきのこを追って 星野  保 岩波書店 2020年9月 B474/ﾎ

人生が変わる歯の磨きかた 松下  健二 河出書房新社 2020年9月 B497.9/ﾏ

●新着資料リスト●



勝手に「仏像」ランキング！ 田中  ひろみ 三笠書房 2020年10月 B718/ﾀ

相棒 ｓｅａｓｏｎ１８  上 輿水  泰弘（他）∥脚本 朝日新聞出版 2020年10月 BF/ｺｼ/18

神話の密室　天久鷹央の事件カルテ 知念  実希人 新潮社 2020年9月 BF/ﾁﾈ
あの日、あの駅で。　駅小説アンソロジー ほしお  さなえ（他） 集英社 2020年9月 BF/ﾎｼ

イノセンス 小林  由香 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 F/ｺﾊﾞ

私が結婚をしない本当の理由 志駕  晃 中央公論新社 2020年9月 F/ｼｶﾞ

今も未来も変わらない 長嶋  有 中央公論新社 2020年9月 F/ﾅｶﾞ

滅びの前のシャングリラ 凪良  ゆう 中央公論新社 2020年10月 F/ﾅｷﾞ

デリバリールーム 西尾  維新 講談社 2020年9月 F/ﾆｼ

アスク・ミー・ホワイ 古市  憲寿 マガジンハウス 2020年8月 F/ﾌﾙ

天離り果つる国（あまさかりはつるくに） 上 宮本  昌孝 ＰＨＰ研究所 2020年10月 F/ﾐﾔ/1

天離り果つる国（あまさかりはつるくに） 下 宮本  昌孝 ＰＨＰ研究所 2020年10月 F/ﾐﾔ/2

風よあらしよ 村山  由佳 集英社 2020年9月 F/ﾑﾗ

欅（けやき） 詩集 香川  真澄 ＮＥＯ－ＴＯＮＥ企画 2020年11月 Y911/ｶ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ

〈ティーンズ〉

転生したらスライムだった件 １７ 伏瀬 マイクロマガジン社 2020年10月 SF/ﾌｾ/17

〈児童〉

メシが食える大人になる！もっとよのなかルールブック 高濱  正伸∥監修 日本図書センター 2020年9月 15/ﾒ

明日話したくなるお金の歴史 阿部  泉∥監修 清水書院 2020年8月 33/ｱ

かじ屋と妖精たち イギリスの昔話 脇  明子∥編訳 岩波書店 2020年9月 38/ｶ

はやしでひろったよ ひさかたチャイルド 2020年8月 47/ﾊ

人類の歴史から考える！ 稲葉  茂勝 新日本出版社 2020年9月 49/ｲ

　ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活 １

なぜからはじまる体の科学　脳と体にワクドキッ 「食べる・出す」編 鯉淵  典之∥監修 保育社 2020年10月 49/ﾅ

なぜからはじまる体の科学　脳と体にワクドキッ 「見る」編 挾間  章博 保育社 2020年10月 49/ﾅ

あおびょうたん あおき  ひろえ 理論社 2020年9月 E/ｱ

あかちゃんはかみさまのこども アリソン  アトキンス サンパウロ 2020年9月 E/ｱ

けんちゃんのもみの木 いせ  ひでこ ＢＬ出版 2020年10月 E/ｲ

月のふしぎ いしがき  わたる インプレス 2020年9月 E/ｲ

セント・キルダの子 ベス  ウォーターズ 岩波書店 2020年9月 E/ｳ

ごめんなさい！だいじょうぶ！ ルイス  スロボドキン 出版ワークス 2020年10月 E/ｽ

クリスマス　よろこばしいしらせ 原田  陽子 至光社 2020年 E/ﾊ

わにのなみだはうそなきなみだ アンドレ  フランソワ ロクリン社 2020年9月 E/ﾌ

はたらくくるまたちのかいたいこうじ ＡＧ  フォード ひさかたチャイルド 2020年10月 E/ﾌ

ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわ  ゆみこ 教育画劇 2020年10月 E/ﾌ

どすこーい 山岡  ひかる アリス館 2020年9月 E/ﾔ

カレーのおうさま 山本  祐司 ほるぷ出版 2020年10月 E/ﾔ

ほげちゃんとおともだち やぎ  たみこ 偕成社 2020年10月 E/ﾔ

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


