
あたらしく購入した本　 （１１/２８～１２/４） 2020年12月5日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＳＮＳ暴力 なぜ人は匿名の刃をふるうのか 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 2020年9月 007.3/ﾏ

子どもの本から世界をみる 子どもとおとなのブックガイド８８ 石井  郁子 かもがわ出版 2020年9月 028/ｲ

六十代と七十代  心と体の整え方 和田  秀樹 バジリコ 2020年6月 159.7/ﾜ

渋沢栄一  一日一訓 〈現代語抄訳〉青淵先生訓言集 渋沢  栄一 ＰＨＰ研究所 2020年10月 159/ｼ

全部わかる神社ガイド 岸川  雅範∥監修 成美堂出版 2020年11月 175/ｾﾞ

日本書紀 編纂一三〇〇年 遠山  美都男∥監修 平凡社 2020年10月 210.3/ﾆ

よくわかる最新抗菌薬の基本と仕組み 深井  良祐　他 秀和システム 2020年9月 492.3/ﾌ

  「はじめて」でもよくわかる抗菌薬入門 第２版

やさしくなれる認知症の在宅介護 板東  邦秋 ワニブックス 2020年9月 493.75/ﾊﾞ

パンデミックの文明論 ヤマザキ  マリ 文藝春秋 2020年8月 493.8/ﾔ

Ｚｏｏｍ  １歩先のツボ７７ 木村  博史 ソシム 2020年10月 547.4/ｷ

  ウェビナー＆オンラインイベントもミーティングもオンライン授業も！

神速パソコン仕事術  見るだけノート その仕事１秒で終わります！ 岡田  充弘∥監修 宝島社 2020年9月 548.2/ｼ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

すぐできる７４の“パソコン機能”スッキリ整理術 宮下  由多加 ジャムハウス 2020年9月 548.2/ﾐ/P

  ムダを省いて仕事効率３０％アップ！

缶詰入門 改訂４版 日本缶詰びん詰レトルト食品協会 日本食糧新聞社 2020年8月 588.9/ﾆ

カフェ丼 ａｄｉｔｏ 旭屋出版 2020年10月 596.3/ｱ

野菜はスープとみそ汁でとればいい 倉橋  利江 新星出版社 2020年9月 596.37/ｸ

  晩ごはんにもお弁当にも！おいしい８９レシピ

アボカ丼 緑川  鮎香 大泉書店 2020年10月 596.37/ﾐ

イチバン親切なパンの教科書 豊富な手順写真で失敗ナシ！ 新版 坂本  りか 新星出版社 2020年10月 596.63/ｻ

ふわふわカステラの本 中川  たま 主婦と生活社 2020年10月 596.65/ﾅ

ちょっと作ってみたくなる大人のかしこい手抜きごはん 奥薗  壽子 学研プラス 2020年10月 596/ｵ/ｵﾚ

  面倒な日にこそ、背中をおすレシピ

イチバン親切な料理の教科書 豊富な手順写真で失敗ナシ！ 新版 川上  文代 新星出版社 2020年10月 596/ｶ/ｵﾚ

とびっきり美味しくて、超ズボラな道具ひとつ、ほぼほったらかしご飯 キコノヒト ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 596/ｷ/ｵﾚ

今さら聞けないタネと品種の話きほんのき 農山漁村文化協会 2020年9月 615.2/ｲ

ＳＮＳで人を集める！ やさしいＳＮＳマーケティングの教科書 喜多野  修次 総合法令出版 2020年9月 675/ｷ

ニッポンの浮世絵 浮世絵に描かれた「日本のイメージ」 日野原  健司　他 小学館 2020年9月 721.8/ﾋ

だれも知らないレオ・レオーニ 森泉  文美　他 玄光社 2020年9月 726.6/ﾚ

日本の楽園島 三好  和義 青幻舎 2020年8月 748/ﾐ

ラガーにゃん ３ 猫リンピック  ７にゃん制＆車いす猫ラグビー編 そにし  けんじ 光文社 2020年10月 783.4/ｿ/3

卓球王水谷隼  終わりなき戦略 勝つための根拠と負ける理由 水谷  隼 卓球王国 2020年9月 783.6/ﾐ

戦国の忍び 平山  優 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 789.8/ﾋ

これだけで勝てるオセロ まわりに敵がいなくなる！？オセロ３０の鉄則 三屋  伸明 マイナビ出版 2020年9月 795.8/ﾐ

高校生二冠藤井聡太 将棋世界編集部∥編 日本将棋連盟 2020年9月 796/ﾌ

  完全収録！第６１期王位戦、第９１期ヒューリック杯棋聖戦

ＤＶＤでもっと上達！社交ダンス魅せるスタンダード 新版 藤本  明彦∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2020年9月 799.3/ﾃﾞ

桃太郎を歌うだけで英語が話せるＣＤブック Ａｌｅｘ  Ｙｏｒｋ ＫＡＤＯＫＡＷ 2020年9月 837.8/ﾖ

夏目漱石『心』を読み直す 病と人間、コロナウイルス禍のもとで 小森  陽一 かもがわ出版 2020年9月 910.2/ﾅ

見果てぬ花 浅田  次郎 小学館 2020年11月 914.6/ｱ

たちどまって考える ヤマザキ  マリ 中央公論新社 2020年9月 914.6/ﾔ

乳癌日記 胸の小さな痛みから始まった乳癌闘病記 コミックエッセイ 夢野  かつき 廣済堂出版 2020年9月 916/ﾕ

武漢封城（ロックダウン）日記 郭  晶 潮出版社 2020年9月 926/ｶ
まんがでわかるジョージ・オーウェル『１９８４年』 山形  浩生∥監修 宝島社 2020年10月 933.7/ﾏ

僕の神さま 芦沢  央 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年8月 F/ｱｼ

楽園の烏（からす） 八咫烏  シリーズ 阿部  智里 文藝春秋 2020年9月 F/ｱﾍﾞ

始まりの木 夏川  草介 小学館 2020年9月 F/ﾅﾂ

チーム・オベリベリ 乃南  アサ 講談社 2020年6月 F/ﾉﾅ

湖の女たち 吉田  修一 新潮社 2020年10月 F/ﾖｼ

●新着資料リスト●



〈児童〉

地球村の子どもたち 格差 途上国から見たＳＤＧｓ 石井  光太 少年写真新聞社 2020年9月 33/ｲ

クリスマスの小屋 アイルランドの妖精のおはなし ルース  ソーヤー∥再話 福音館書店 2020年10月 38/ｿ

３６６日じてん きょうはなんの記念日？ 平野  恵理子 偕成社 2020年10月 38/ﾋ

すごい科学者のアカン話 藤嶋  昭∥監修 ナツメ社 2020年11月 40/ｽ

ずかんウイルス 武村  政春　他∥監修 技術評論社 2020年10月 49/ｽﾞ

お米をつくろう！ バケツで育てる  田んぼで育てる 山口  誠之∥監修 岩崎書店 2020年9月 61/ｵ

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく 織物 １ 伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 2020年10月 75/ｼ/1

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく 染物とアクセサリー ２ 伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 2020年10月 75/ｼ/2

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく 焼き物と金工品 ３ 伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 2020年10月 75/ｼ/3

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく 漆器と木工品 ４ 伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 2020年10月 75/ｼ/4

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく 家具と仏壇 ５ 伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 2020年10月 75/ｼ/5

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく 文具と人形 ６ 伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 2020年10月 75/ｼ/6

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく 伝統工芸のよさを伝えよう ７ 伝統的工芸品産業振興協会∥監修 ポプラ社 2020年10月 75/ｼ/7

おねえちゃんって、きょうもやきもき！ いとう  みく 岩崎書店 2020年10月 91/ｲ

キダマッチ先生！ 息子ナマズになる！？ ５ 今井  恭子 ＢＬ出版 2020年10月 91/ｲ/5

かしこいうさぎのローズバッド ルドウィッヒ  ベーメルマンス 大日本図書 2020年9月 93/ﾍﾞ

ねぎぼうずのあさたろう その１１ 飯野  和好 福音館書店 2020年10月 E/ｲ/11

スマイルショップ きたむら  さとし 岩波書店 2020年10月 E/ｷ

サンドイッチ  サンドイッチ 英語版 小西  英子 福音館書店 2020年10月 E/ｺ

きんぎょがにげた 英語版 五味  太郎 福音館書店 2020年10月 E/ｺﾞ

しあわせなときの地図 ズザンナ  セレイ ほるぷ出版 2020年10月 E/ｾ

かいじゅうたちのいるところ 英語版 モーリス  センダック ラボ教育センター 2020年10月 E/ｾ

どれもみーんなアントニオ！ マリアキアラ  ディ  ジョルジョ 春陽堂書店 2020年10月 E/ﾃﾞ

せとうちたいこさん  ふじさんのぼりタイ 長野  ヒデ子 童心社 2020年10月 E/ﾅ

ひめちゃんのマスク のぶみ 幻冬舎 2020年10月 E/ﾉ 

おつきさまこんばんは 英語版 林  明子 福音館書店 2020年10月 E/ﾊ

ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ミルヤ  プラーフマン ほるぷ出版 2020年10月 E/ﾌﾟ

ねこはすっぽり 松田  奈那子 こぐま社 2020年11月 E/ﾏ

でんしゃえほん 本信  公久 偕成社 2020年10月 E/ﾓ

〈ＡV〉

Ｔｈｉｓ ｉｓ ＡＲＡＳＨＩ 嵐 ジェイ・ストーム 2020年11月 CD131/ｱ

おいしいパスタがあると聞いて あいみょん ワーナーミュージック・ジャパン 2020年9月 CD131/ｱ

0 Ｓｕｐｅｒｆｌｙ ワーナーミュージック・ジャパン 2020年1月 CD131/ｽ

ＭＡＰ ＯＦ ＴＨＥ ＳＯＵＬ ７ ～ＴＨＥ ＪＯＵＲＮＥＹ～ ＢＴＳ ユニバーサルミュージック合同会社 2020年7月 CD131/ﾋﾞ

ＭＩＳＩＡ ＳＯＵＬ ＪＡＺＺ ＢＥＳＴ ２０２０ ＭＩＳＩＡ Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ  Ｌａｂｅｌｓ 2020年1月 CD131/ﾐ
ＬＥＯ－ＮｉＮＥ ＬｉＳＡ Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ  Ｌａｂｅｌｓ 2020年10月 CD131/ﾘ

〈高千帆分館〉

兄の終い 村井  理子 ＣＣＣメディアハウス 2020年4月 916/ﾑ

〈赤崎分館〉

沖晴くんの涙を殺して 額賀  澪 双葉社 2020年9月 F/ﾇｶ

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



あたらしく購入した本　 （１２/５～１２/１１） 2020年12月12日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＡＩの壁　人間の知性を問いなおす 養老  孟司 ＰＨＰ研究所 2020年10月 007.1/ﾖ

世界はありのままに見ることができない ドナルド  ホフマン 青土社 2020年10月 141.2/ﾎ

　なぜ進化は私たちを真実から遠ざけたのか 

はじめての催眠術 漆原  正貴 講談社 2020年9月 145.4/ｳ

藁を手に旅に出よう “伝説の人事部長”による「働き方」の教室 荒木  博行 文藝春秋 2020年9月 159.4/ｱ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

明治維新の意味 北岡  伸一 新潮社 2020年9月 210.6/ｷ

難民たちの日中戦争　戦火に奪われた日常 芳井  研一 吉川弘文館 2020年10月 222/ﾖ

渋沢栄一　運命を切り拓く言葉 渋沢  栄一 清談社 2020年11月 289.1/ｼ

渋沢栄一　変わり身の早さと未来を見抜く眼力 橘木  俊詔 平凡社 2020年11月 289.1/ｼ

渋沢栄一伝　道理に欠けず、正義に外れず 井上  潤 ミネルヴァ書房 2020年11月 289.1/ｼ

ビジュアル図解  日本資本主義の父  渋沢栄一の生涯 渋沢栄一研究会 宝島社 2020年11月 289.1/ｼ

図解イラスト＆事例でよくわかる離婚後のトリセツ 大西  信幸 カンゼン 2020年10月 324.6/ｵ

　もめない！損しない！今からできる準備と対策

渋沢栄一とドラッカー　未来創造の方法論 國貞  克則 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 335.1/ｸ/ｹｲｴｲ

面倒くさい人のトリセツ　職場の“ストレス源”に翻弄されない知恵 榎本  博明 河出書房新社 2020年9月 336.4/ｴ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

〈雇止め〉裁判所の判断がスグわかる本 中野  公義 日本法令 2020年9月 366.1/ﾅ

コンビニは通える引きこもりたち 久世  芽亜里 新潮社 2020年9月 367.6/ｸ

東大はなぜ秋入学を目指したか 濱田  純一 朝日新聞出版 2020年9月 377.2/ﾊ

オンライン就活は面接が９割　内定を勝ち取る人の準備術 瀧本  博史 青春出版社 2020年10月 377.9/ﾀ/ｷ

学校に行かずに家庭で学ぶホームスクールのはじめ方 佐々木  貴広 秀和システム 2020年10月 379.9/ｻ

ヒトラーの脱走兵　裏切りか抵抗か、ドイツ最後のタブー 對馬  達雄 中央公論新社 2020年9月 393.3/ﾂ

科学の名著５０冊が１冊でざっと学べる 西村  能一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 403.1/ﾆ

化学の目で見る気体　身近な物質のヒミツ 齋藤  勝裕 技術評論社 2020年10月 431/ｻ

すごい！へんてこ生物 ヴィジュアル版 祥伝社 2020年10月 460/ｽ

消えゆく動物 絶滅から動物を守る撮影プロジェクト ジョエル  サートレイ∥写真 日経ＢＰマーケティング 2020年9月 480/ｻ

ママ、最後の抱擁 わたしたちに動物の情動がわかるのか フランス  ドゥ  ヴァール 紀伊國屋書店 2020年10月 481.7/ﾊﾞ

人体  ２  遺伝子 ＮＨＫスペシャル「人体」取材班∥編 医学書院 2020年9月 491.3/ｴ

日本の医療の不都合な真実 森田  洋之 幻冬舎 2020年9月 498.02/ﾓ

　コロナ禍で見えた「世界最高レベルの医療」の裏側

ウイルスにおびえない暮らし方 山田  豊文 共栄書房 2020年9月 498.5/ﾔ

　「マスク・手洗い・３密回避」よりも大切な食事と習慣

史上最悪の感染症 マーク  オルシェイカー 青土社 2020年9月 498.6/ｵ

　結核、マラリアからエイズ、エボラ、薬剤耐性菌、ＣＯＶＩＤ－１９まで

荻原博子の家計引きしめ術 コロナに負けない！ 荻原  博子 毎日新聞出版 2020年9月 591/ｵ

ファスナーポーチの型紙の本 越膳  夕香 日本ヴォーグ社 2020年10月 594.7/ｺ/ｺﾞﾙ

多年生雑草対策ハンドブック　叩くべき本体は地下にある 伊藤  操子 農山漁村文化協会 2020年9月 615.6/ｲ

絵本のようにめくる世界遺産の物語　地球の記憶編 村山  秀太郎（他）∥監修 昭文社 2020年10月 709/ｴ

それでも世界は美しい。 東京カメラ部∥編 日経ＢＰマーケティング 2020年9月 748/ﾄ

絵っ？でみることわざ・慣用句 はせ  みつこ かもがわ出版 2020年9月 814.4/ﾊ
　ミッチーの日本語・英語でことばあそび
ほんのよもやま話 作家対談集 瀧井  朝世∥編 文藝春秋 2020年9月 904/ﾎ

猫又の巻祟られ女　付添い屋・六平太 金子  成人 小学館 2020年10月 BF/ｶﾈ/14

黒猫と歩む白日のラビリンス 森  晶麿 早川書房 2020年9月 BF/ﾓﾘ

鼻　芥川龍之介大活字本シリーズ 芥川  龍之介 三和書籍 2020年10月 DF/ｱｸ

スター 朝井  リョウ 朝日新聞出版 2020年10月 F/ｱｻ

乱都 天野  純希 文藝春秋 2020年10月 F/ｱﾏ

もしかしてひょっとして 大崎  梢 光文社 2020年10月 F/ｵｵ

わたしが消える 佐野  広実 講談社 2020年9月 F/ｻﾉ

動物警察２４時 新堂  冬樹 光文社 2020年10月 F/ｼﾝ

隣はシリアルキラー 中山  七里 集英社 2020年9月 F/ﾅｶ

吉田松陰と学人たち 徳田  武 勉誠出版 2020年10月 Y289/ﾖ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

思いもよらない奇妙な体験　５分で読書 烏目  浩輔 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年10月 SF/ｶﾗ

〈児童〉

ＳＤＧｓのきほん 目標６  水とトイレ 未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2020年10月 33/ｲ/7

ＳＤＧｓのきほん 目標７  エネルギー 未来のための１７の目標 稲葉  茂勝 ポプラ社 2020年10月 33/ｲ/8

あの恐竜どこにいた？地図で見る恐竜のくらし図鑑 クリス  バーカー（他） 創元社 2020年10月 45/ﾊﾞ

どうぶつことばあそびかるた 多田  ヒロシ こぐま社 79/ﾀ

１１ぴきのねこ  かるた 馬場  のぼる こぐま社 79/ﾊﾞ

一年間だけ。　いつもキミを見ていた　５ 安芸  咲良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年10月 91/ｱ/5

黒魔女さんと秘密のサバト　６年１組黒魔女さんが通る！！１２ 石崎  洋司 講談社 2020年10月 91/ｲ/12

踊る大運動会　ＩＱ探偵ムー 深沢  美潮 ポプラ社 2020年10月 91/ﾌ

西遊記　寂の巻　１４ 斉藤  洋 理論社 2020年10月 92/ｻ/14

ながいきしてね  七五三 福田  岩緒 童心社 2020年11月 C/ｷﾞｮｳｼﾞ

まどのむこうのくだものなあに？ 荒井  真紀 福音館書店 2020年10月 E/ｱ

十二支のお雑煮 川端  誠 ＢＬ出版 2020年12月 E/ｶ

ゆめぎんこう コンドウ  アキ 白泉社 2020年10月 E/ｺ

ぼくんちのおふろやさん とよた  かずひこ ひさかたチャイルド 2020年9月 E/ﾄ

もりのおふとん 西村  敏雄 福音館書店 2020年10月 E/ﾆ

きみはどこからやってきた？ フィリップ  バンティング ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年10月 E/ﾊﾞ

　宇宙誕生からはじまるいのちのものがたり

インクレディブルホテル イザベル  フォラス ＢＬ出版 2020年10月 E/ﾌ

おばけのジョージー  メリーメリークリスマス！ ロバート  ブライト 好学社 2020年10月 E/ﾌﾞ

〈ＡV〉

坂本冬美 全曲集 ２０２０ 坂本  冬美 ユニバーサル ミュージック 2019年12月 CD111/ｻ

フォレスタ珠玉の名曲集 Ｖｏｌ．１ ～あなたといるとき～ フォレスタ テイチクエンタテインメント 2020年11月 CD111/ﾌ

ＳＨＩＳＨＡＭＯ ＢＥＳＴ ＳＨＩＳＨＡＭＯ ユニバーサル ミュージック 2019年6月 CD131/ｼ

いつか、その日が来る日まで… 矢沢  永吉 ＧＡＲＵＲＵ ＲＥＣＯＲＤＳ 2019年9月 CD131/ﾔ

クロマティカ ＣＨＲＯＭＡＴＩＣＡ レディー・ガガ ユニバーサルミュージック 2020年5月 CD511/ｶﾞ

ジャズで聴きたいヒット・ソング ＪＡＺＺ ＰＡＲＡＤＩＳＥ Ｓｕｇａｒ Ｃａｎｄｙ 2020年7月 CD711/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　 （１２/１２～１２/１８） 2020年12月19日作成

◇中央図書館

〈一般〉

世界で読み継がれる子どもの本１００ コリン  ソルター 原書房 2020年10月 019.5/ｿ

できる４０代は、「これ」しかやらない 大塚  寿 ＰＨＰ研究所 2020年9月 159.4/ｵ

  １万人の体験談から見えてきた「正しい頑張り方」

絶対に挫折しない日本史 古市  憲寿 新潮社 2020年9月 210.1/ﾌ

世界を変えた１００のスピーチ 上 コリン  ソルター 原書房 2020年9月 280.4/ｿ

宇喜多秀家 秀吉が認めた可能性 大西  泰正 平凡社 2020年9月 289.1/ｳ

緊急提言パンデミック 寄稿とインタビュー ユヴァル  ノア  ハラリ 河出書房新社 2020年10月 304/ﾊ

異論排除に向かう社会 トランプ時代の負の遺産 ティモシー  ジック 日本評論社 2020年9月 316.1/ｼﾞ

大阪都構想 やさしく解説！すっきりわかる！ 東  徹 ＰＨＰ研究所 2020年10月 318.2/ｱ

男性の育休 家族・企業・経済はこう変わる 小室  淑恵　他 ＰＨＰ研究所 2020年9月 366.3/ｺ

夫のＬＩＮＥはなぜ不愉快なのか 山脇  由貴子 文藝春秋 2020年9月 367.3/ﾔ

ひとりで老いるということ 松原  惇 ＳＢクリエイティブ 2020年10月 367.7/ﾏ

子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて！ 思春期の性と恋愛 アクロストン 主婦の友社 2020年10月 367.9/ｱ

コロバヌエクササイズ 転倒を防ぐ７つの体操 枝光  聖人 自由国民社 2020年10月 369.2/ｴ

月のこよみ ２０２１ 相馬  充∥監修 誠文堂新光社 2020年10月 446/ﾂ/21

お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ 大塚  亮 三空出版 2020年 498.58/ｵ/ﾒﾝｴｷ

最新知見で新型コロナとたたかう 岡田  晴恵 岩波書店 2020年10月 498.6/ｵ

新型コロナに立ち向かう１００の技術 日経テクノロジー展望 日経ＢＰ∥編 日経ＢＰ 2020年10月 504/ﾆ

セルフリノベーションの教科書Ｐｒｅｍｉｕｍ 坂田  夏水 誠文堂新光社 2020年10月 527/ｻ

  限られた予算で家・部屋・店舗を自分スタイルに変える内装のアイデア

あるものでまかなう生活 井出  留美 日本経済新聞出版本部 2020年10月 590/ｲ

書くだけで「今日のしんどい」が宝物になる子育て手帳のつくりかた ＊ＬｕＬｕ  Ｃｕｂｅ＊ Ｇ．Ｂ． 2020年10月 599/ﾙ
コロナ後の食と農 腸活・菜園・有機給食 吉田  太郎 築地書館 2020年10月 611.1/ﾖ

東大式癒しの森のつくり方 森の恵みと暮らしをつなぐ 東京大学富士癒しの森研究所∥編 築地書館 2020年10月 650.7/ﾄ

音楽の危機 《第九》が歌えなくなった日 岡田  暁生 中央公論新社 2020年9月 760.4/ｵ

佐野洋子 総特集 １００万回だってよみがえる 増補新版 河出書房新社 2020年10月 910.2/ｻ

彼女たちの三島由紀夫 中央公論新社∥編 中央公論新社 2020年10月 910.2/ﾐ

未来のサイズ 俵  万智 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 911.1/ﾀ

家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田  奈美 小学館 2020年9月 914.6/ｷ

自分勝手で生きなさい 下重  暁 マガジンハウス 2020年10月 914.6/ｼ

炉辺の風おと 梨木  香歩 毎日新聞出版 2020年9月 914.6/ﾅ

現代日本を読む ノンフィクションの名作・問題作 武田  徹 中央公論新社 2020年9月 916/ﾀ

新訳ペスト ダニエル  デフォー 興陽館 2020年10月 933.6/ﾃﾞ

高校事変 ９ 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年10月 BF/ﾏﾂ/9

ママナラナイ 井上  荒野 祥伝社 2020年10月 F/ｲﾉ

推し、燃ゆ 宇佐見  りん 河出書房新社 2020年9月 F/ｳｻ

銀閣の人 門井  慶喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 F/ｶﾄﾞ

浅草迄 北野  武 河出書房新社 2020年10月 F/ｷﾀ

質草女房 渋谷  雅一 角川春樹事務所 2020年10月 F/ｼﾌﾞ

同姓同名 下村  敦史 幻冬舎 2020年9月 F/ｼﾓ

鬼人幻燈抄 明治編 中西  モトオ 双葉社 2020年10月 F/ﾅｶ/5

孔丘 宮城谷  昌光 文藝春秋 2020年10月 F/ﾐﾔ

〈児童〉

プチ三太郎とあるくせかいちず プチ三太郎チーム 三修社 2020年10月 29/ﾌﾟ

消えたレッサーパンダを追え！ 警視庁「生きもの係」事件簿 たけたに  ちほみ 学研プラス 2020年10月 31/ﾀ

マンガで覚える図解おこづかいの基本 八木  陽子∥監修 つちや書店 2020年11月 37/ﾏ

昔のお仕事大図鑑 こんな仕事があったんだ！ 小泉  和子∥監修 日本図書センター 2020年10月 38/ﾑ

わくわく小惑星ずかん 吉川  真∥監修 恒星社厚生閣 2020年10月 44/ﾜ

水族館のサバイバル 生き残り作戦 ２ ゴムドリｃｏ． 朝日新聞出版 2020年10月 48/ｺﾞ/2

ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ 白坂  洋一∥監修 汐文社 2020年9月 50/ﾕ

  交通機関のバリアフリー １

●新着資料リスト●



今日からなくそう！食品ロス 本当は食べ物が足りない国・日本 ２ 上村  協子∥監修 汐文社 2020年9月 58/ｷ/2

  わたしたちにできること 

和紙ってなに？ 東日本の和紙 １ 「和紙ってなに？」編集室 理論社 2020年10月 58/ﾜ/1

和紙ってなに？ 西日本の和紙 ２ 「和紙ってなに？」編集室 理論社 2020年10月 58/ﾜ/2

岡田よしたかのたべものかるた 岡田  よしたか ブロンズ新社 2014年10月 79/ｵ

はらぺこあおむし  エリック・カール  あいうえおかる エリック・カール 交通新聞社 2017年9月 79/ｶ

ノンタンかるた 新装版 キヨノ  サチコ 偕成社 2013年10月 79/ｷ

恐竜かるた 黒川  みつひろ 小峰書店 2006年11月 79/ｸ

ノラネコぐんだんかるた 工藤  ノリコ 白泉社 2017年11月 79/ｸ

ばばばあちゃんのくいしんぼうカルタ さとう  わきこ 福音館書店 2016年11月 79/ｻ

そうべえかるた たじま  ゆきひこ 童心社 2008年7月 79/ﾀ

トーマスかるた 田中  絵里∥編集 ポプラ社 2016年11月 79/ﾄ

かいけつゾロリのおやじギャグかるた 原  ゆたか ポプラ社 2016年10月 79/ﾊ

まんが日本昔ばなしかるた 愛企画センター 二見書房 2003年12月 79/ﾏ

ピーマン村かるた 村上  康成 童心社 2002年10月 79/ﾑ

ぐりとぐらかるた 山脇  百合子 福音館書店 2020年10月 79/ﾔ

わにわにのかるた 山口  マオ 福音館書店 2016年10月 79/ﾔ

王さまかるた 若山  静子 理論社 2016年9月 79/ﾜ

くまのこのるうくんとおばけのこ 東  直子 くもん出版 2020年10月 91/ﾋ

鳥箱先生とフゥねずみ 宮沢  賢治 三起商行 2020年10月 91/ﾐ

ポラーノの広場 宮沢  賢治 三起商行 2020年10月 91/ﾐ

ふしぎ町のふしぎレストラン しあわせのホットケーキ ３ 三田村  信行 あかね書房 2020年10月 91/ﾐ/3

ピーターラビットのクリスマス ２５の物語のアドベント レイチェル  ボーデン 文化学園文化出版局 2020年10月 93/ﾎﾞ

へんしんデパート  だれがいちばんにあうかな？ 浅沼  とおる ひかりのくに 2013年8月 E/ｱ

まちがいまちにようこそ 及川  賢治 小峰書店 2019年10月 E/ｵ

福助はみた きむら  よしお 絵本館 2020年10月 E/ｷ

ぜったいにあけちゃダメ？ ラリーのクリスマス ビル  コッター サンクチュアリ出版 2020年11月 E/ｺ/ﾁｲｻｲ

だって… 学校の巻 下谷  二助 国土社 2014年9月 E/ｼ

だって… 下谷  二助 国土社 2013年2月 E/ｼ

だるまだ！ 高畠  那生 好学社 2015年8月 E/ﾀ

へんしーん 谷川  晃一 偕成社 2000年9月 E/ﾀ

へんかしらそうかしら 高部  晴市 鈴木出版 2020年2月 E/ﾀ

にげだしたてじなのたね 田中  友佳 徳間書店 2008年10月 E/ﾀ
クリスマスツリーをかざろうよ トミー  デ  パオラ 光村教育図書 2020年10月 E/ﾃﾞ
まんぷくよこちょう なかざわ  くみこ 文溪堂 2020年10月 E/ﾅ
きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん なかや  みわ 小学館 2020年11月 E/ﾅ
クリスマスかぞえうた 西村  敏雄 白泉社 2020年11月 E/ﾆ
ねずみくんのクリスマスのおうちさがし レベッカ  ハリー 世界文化社 2020年11月 E/ﾊ
ながいながいねこのおかあさん ヒグチ  ユウコ 白泉社 2020年11月 E/ﾋ
のりもの ０歳０カ月から キアラ  ピローディ　ほか すばる舎 2020年10月 E/ﾋﾟ
どてっ 布川  愛子 エンブックス 2020年10月 E/ﾌ

〈ＡV〉

Ｄｒｅａｍ Ｓｏｎｇｓ Ｔｈｅ Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ Ｊｏｅ Ｈｉｓａｉｓｈｉ 久石  譲 ユニバーサル ミュージック合同会社 2020年2月 CD411/ﾋ
マイ・ウェイ（５０周年記念エディション） フランク・シナトラ ユニバーサルミュージック合同会社 2019年12月 CD511/ｼ
３０光年の浮遊 山下洋輔 ニューヨーク・トリオ ユニバーサルミュージック合同会社 2018年6月 CD711/ﾔ

運命～ベスト・オブ・ベートーヴェン ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン ユニバーサル ミュージック合同会社 2020年6月 CD819/ﾍﾞ

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


