
あたらしく購入した本　 （６/２７～７/３） 2020年７月4日作成

◇中央図書館

〈一般〉

心理学の世界 中川  佳子（他）∥編著 サイエンス社 2020年4月 140/ﾅ

鴻上尚史のもっとほがらか人生相談 鴻上  尚史 朝日新聞出版 2020年5月 159/ｺ

　息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋

三浦按針　その生涯と時代 森  良和 東京堂出版 2020年5月 289.3/ﾐ 

危うい国・日本 百田  尚樹（他） ワック 2020年4月 304/ﾋ

進化する里山資本主義 藻谷  浩介∥監修 ジャパンタイムズ出版 2020年5月 332.1/ｼ 

検証財界　中西経団連は日本型システムを変えられるか 読売新聞経済部 中央公論新社 2020年4月 332.1/ﾖ

なぜ中間層は没落したのか　アメリカ二重経済のジレンマ ピーター  テミン 慶應義塾大学出版会 2020年6月 332.5/ﾃ

日経スマートワークＯＵＴＬＯＯＫ　２０２０ 日本経済新聞社∥編 日本経済新聞出版本部 2020年4月 335.2/ﾆ/20

起業をするならこの１冊 馬渡  晃 自由国民社 2020年4月 335/ﾏ/ｵﾚ

職場のハラスメント防止策と事後対応がわかる本 コンデックス情報研究所∥編著 成美堂出版 2020年5月 336.4/ｺ/ﾐｽﾞ

介護保険が危ない！ 上野  千鶴子（他）∥編 岩波書店 2020年4月 364.4/ｳ

社会保障　生活を支えるしくみ 田畑  洋一（他）∥編著 学文社 2020年4月 364/ﾀ

障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 姫路  まさのり 新潮社 2020年3月 366.2/ﾋ

　ソーシャルファームという希望

加害者家族バッシング　世間学から考える 佐藤  直樹 現代書館 2020年4月 368.6/ｻ

毎日１曲！脳が元気になる！歌って手拍子 長野  祐亮 リットーミュージック 2020年4月 369.2/ﾅ

　音楽レクリエーション！

いじめを本気でなくすには 阿部  泰尚 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年4月 371.4/ｱ

ハンディ教育六法　２０２０年版 浪本  勝年(他)∥編 北樹出版 2020年4月 373.2/ﾅ

めっちゃ楽しく学べる算数のネタ７３ 中村  健一∥編著 黎明書房 2020年4月 375.4/ﾅ

教科書抹殺　文科省は「つくる会」をこうして狙い撃ちした 藤岡  信勝 飛鳥新社 2020年5月 375.9/ﾌ

ザシキワラシと婆さま夜語り　遠野のむかし話 佐々木  喜善 河出書房新社 2020年4月 388.1/ｻ
「ただいま」も言えない「おかえり」も言えない 特定失踪者家族会∥編 高木書房 2020年3月 391.6/ﾄ

無　数字の無から物理の無まで無がわかる決定版！！ ニュートンプレス 2020年6月 421/ﾑ

外来アリのはなし 橋本  佳明∥編 朝倉書店 2020年5月 486.7/ﾊ

ヒグマ大全 門崎  允昭 北海道新聞社 2020年4月 489.5/ｶ

新型コロナウイルスの真実 岩田  健太郎 ベストセラーズ 2020年4月 493.87/ｲ

トコトンやさしい冷凍空調技術の本 日本冷凍空調学会∥編著 日刊工業新聞社 2020年4月 533.8/ﾆ

月１０万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活 ミニマリストＴａｋｅｒｕ クロスメディア 2020年4月 590.4/ﾐ

おひとりさまのゆたかな年収２００万生活　３ おづ  まりこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年4月 591/ｵ/3

年金不足２，０００万円はまったく心配ない 実藤  秀志 言視舎 2020年4月 591/ｻ

初心者でもすぐ売れる！　メルカリかんたん出品ガイド 安達  恵利子 ソーテック社 2020年5月 673.3/ｱ

ＰＲＩＮＣＥ  ＴＨＥ  ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ  ＯＮＥＳ　プリンス回顧録 プリンス ディスクユニオン 2020年4月 767.8/ﾌﾟ

希林のコトダマ　樹木希林のコトバと心をみがいた９８冊の保存本 椎根  和 芸術新聞社 2020年4月 778.2/ｷ

天才の考え方　藤井聡太とは何者か？ 渡辺  明(他) 中央公論新社 2020年4月 796/ﾌ

とっさに使える敬語手帳 山田  敏世∥監修 新星出版社 2020年4月 817/ﾄ/ｸﾛ

パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原  ひとみ 集英社 2020年4月 914.6/ｶ

誤作動する脳 樋口  直美 医学書院 2020年3月 916/ﾋ

わたしに無害なひと チェ  ウニョン 亜紀書房 2020年4月 929.1/ﾁ

あの本は読まれているか ラーラ  プレスコット 東京創元社 2020年4月 933.7/ﾌﾟ

きっちり！恥ずかしくない！文章が書ける 前田  安正 朝日新聞出版 2020年5月 B816/ﾏ

　言葉の仕組み」と「助詞の使い方」がわかれば

知りすぎた男 Ｇ  Ｋ  チェスタトン 東京創元社 2020年5月 B933/ﾁ

贋作小判　新・浪人若さま新見左近　５ 佐々木  裕一 双葉社 2020年5月 BF/ｻｻ/5

絶対猫から動かない 新井  素子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年3月 F/ｱﾗ

業平　小説　伊勢物語 髙樹  のぶ子 日本経済新聞出版本部 2020年5月 F/ﾀｶ

空の声 堂場  瞬一 文藝春秋 2020年4月 F/ﾄﾞｳ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

アンネの日記　グラフィック版 デイビッド  ポロンスキー∥絵 あすなろ書房 2020年5月 S726/ﾎﾟ

人類最強のｓｗｅｅｔｈｅａｒｔ　最強シリーズ ４ 西尾  維新 講談社 2020年5月 SF/ﾆｼ

〈児童〉

グレタ・トゥーンベリ ヴィヴィアナ  マッツァ 金の星社 2020年4月 28/ﾄ

僕たちの部活動改革　部活自治・１０のステップ 神谷  拓 かもがわ出版 2020年5月 37/ｶ

プラスチック星にはなりたくない！　地球のためにできること ニール  レイトン ひさかたチャイルド 2020年5月 51/ﾚ

キミの気持ちが知りたくて　一年間だけ。　４ 安芸  咲良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 91/ｱ/4

ごきげんな毎日 いとう  みく 文研出版 2020年4月 91/ｲ

かな？　もじしかけえほん 大日本タイポ組合 偕成社 2020年5月 E/ｶ

きりかぶのきりじいちゃん なかや  みわ 小学館 2020年5月 E/ﾅ

はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん ＡＧ  フォード ひさかたチャイルド 2020年4月 E/ﾌ

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



あたらしく購入した本　 （７/４～７/１０） 2020年７月11日作成

◇中央図書館

〈一般〉

今ここを生きる勇気 老・病・死と向き合うための哲学講義 岸見  一郎 ＮＨＫ出版 2020年5月 104/ｷ

哲学とは何か 竹田  青嗣 ＮＨＫ出版 2020年4月 130/ﾀ

図解  心理学用語大全 人物と用語でたどる心の学問 田中  正人∥編著 誠文堂新光社 2020年5月 140/ﾀ

水軍と海賊の戦国史 小川  雄 平凡社 2020年4月 210.4/ｵ

目撃  天安門事件 歴史的民主化運動の真相 加藤  青延 ＰＨＰエディターズ・グループ 2020年4月 222/ｶ

豊田章男 片山  修 東洋経済新報社 2020年4月 289.1/ﾄ

るるぶ軽井沢 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年5月 291.5/ﾙ/21

るるぶ安曇野  松本  白馬 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年5月 291.5/ﾙ/21

るるぶ四国 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 2020年5月 291.8/ﾙ/21

地図で見るイタリアハンドブック オーレリアン デルピルー　他 原書房 2020年5月 302.3/ﾃﾞ

日本の宿題 令和時代に解決すべき１７のテーマ 竹中  平蔵　他  東京書籍 2020年4月 304/ﾀ

バカの国 百田  尚樹 新潮社 2020年4月 304/ﾋ

さらば偽造された大統領 マクロンとフランスの特権ブルジョワジー ホアン  ブランコ 岩波書店 2020年4月 312.3/ﾌﾞ

地域も自分もガチで変える！  逆転人生の糸島ブランド戦略 岡  祐輔 実務教育出版 2020年4月 318.6/ｵ

ルポ  老人受刑者 斎藤  充功 中央公論新社 2020年5月 326.5/ｻ

武器としての「資本論」 白井  聡 東洋経済新報社 2020年4月 331.6/ｼ

ＳＤＧｓ  日本の挑戦  ２０２０ 日経ＢＰマーケティング 2020年4月 331/ｴ

教養として知っておきたい３３の経済理論 大村  大次郎 彩図社 2020年5月 331/ｵ

過労事故死 隠された労災 川岸  卓哉　他 旬報社 2020年5月 366.9/ｶ

疑問だらけの幼保無償化 前屋  毅 扶桑社 2020年5月 376.1/ﾏ

アイヌをもっと知る図鑑 歴史を知り、未来へつなぐ 平凡社 2020年5月 382.1/ｱ

コスモス いくつもの世界 アン  ドルーヤン 日経ＢＰマーケティング 2020年5月 440/ﾄﾞ

ヴァセン 〈超知能〉が地球を更新する ジェームズ  ラヴロック ＮＨＫ出版 2020年4月 460.4/ﾗ

言葉を使う動物たち エヴァ  メイヤー 柏書房 2020年5月 481.7/ﾒ

横山タカ子のお漬けもの 横山  タカ子 主婦と生活社 2020年5月 596.3/ﾖ

美術展の不都合な真実 古賀  太 新潮社 2020年5月 706.9/ｺ

はじめてでもわかる！イラストでお金を生み出す秘訣 虎硬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 726.5/ﾄ

絵本画家  赤羽末吉 スーホの草原にかける虹 赤羽  茂乃 福音館書店 2020年4月 726.6/ｱ

赤羽末吉 絵本への一本道 コロナ  ブックス編集部∥編 平凡社 2020年5月 726.6/ｱ

シマエナガ もふもふふわふわ 吉永  勝啓 河出書房新社 2020年4月 748/ﾖ

音楽が聴けなくなる日 宮台  真司　他 集英社 2020年5月 760.6/ﾐ

使ってはいけない言葉 忌野  清志郎 百万年書房 2020年5月 767.8/ｲ

彼らを書く 片岡  義男 光文社 2020年4月 767.8/ｶ

やりすぎない筋トレ いちばんかっこいい筋肉のつけ方 けーすけ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 780.7/ｹ

  食べていい時間は１日８時間

おうちは遊びのワンダーランド 木村  研 いかだ社 2020年5月 781.9/ｷ

蕎麦湯が来ない せきしろ　他 マガジンハウス 2020年3月 911.3/ｾ/ﾁｬ

ホハレ峠 ダムに沈んだ徳山村百年の軌跡 大西  暢夫 彩流社 2020年4月 916/ｵ

ハーフの子供たち 本橋  信宏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 916/ﾓ

本当にあった！日本軍秘密兵器大図鑑 軍事機密 横山  雅司 彩図社 2020年6月 B559/ﾖ

戦争と平和 １ トルストイ 光文社 2020年1月 B983/ﾄ/1

戦争と平和 ２ トルストイ 光文社 2020年5月 B983/ﾄ/2

銀翼の死角 警視庁文書捜査官 麻見  和史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 BF/ｱｻ

布石 百万石の留守居役 １５ 上田  秀人 講談社 2020年6月 BF/ｳｴ/15

ばけもの好む中将 真夏の夜の夢まぼろし ９ 瀬川  貴次 集英社 2020年5月 BF/ｾｶﾞ/9

作ってあげたい小江戸ごはん まんぷくトマトスープと親子の朝ごはん ２ 高橋  由太 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 BF/ﾀｶ/2

新・入り婿侍商い帖 遠島の罠 １ 千野  隆司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 BF/ﾁﾉ

注文の多い料理小説集 文藝春秋 2020年4月 BF/ﾁﾕ

木になった亜沙 今村  夏子 文藝春秋 2020年4月 F/ｲﾏ

任俠シネマ 任侠シリーズ ５ 今野  敏 中央公論新社 2020年5月 F/ｺﾝ 

イエロー・サブマリン 東京バンドワゴン １５ 小路  幸也 集英社 2020年4月 F/ｼﾖ

三兄弟の僕らは 小路  幸也 ＰＨＰ研究所 2020年3月 F/ｼﾖ

迷子のままで 天童  荒太 新潮社 2020年5月 F/ﾃﾝ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

まっくろいたちのレストラン 平岡  瞳 岩崎書店 2020年5月 S726/ﾋ

鬼滅の刃 ノベライズ 炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編 松田  朱夏 集英社 2020年6月 SF/ﾏﾂ
ばかみたいって言われてもいいよ ２ 吉田  桃子 講談社 2020年5月 SF/ﾖｼ/2

〈児童〉

関ケ原の戦いへタイムワープ チーム  ガリレオ∥ストーリー 朝日新聞出版 2020年5月 21/ﾁ

恐竜と古代の生き物図鑑 ジョン  ウッドワード 創元社 2020年5月 45/ｳ

さらに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 高橋書店 2020年4月 48/ｻ

わたしたちのカメムシずかん やっかいものが宝ものになった話 鈴木  海花 福音館書店 2020年5月 48/ｽ

さがす 長倉  洋海 アリス館 2020年6月 74/ﾅ

ゆうれい猫と魔術師の少年 廣嶋  玲子 岩崎書店 2020年5月 91/ﾋ

教室の日曜日 パンツをはいた宇宙人 〔２〕 村上  しいこ 講談社 2020年5月 91/ﾑ

トミーとタペンスの大冒険  秘密機関 アガサ  クリスティー 早川書房 2020年5月 93/ｸ

名探偵ポアロ  雲をつかむ死 アガサ  クリスティー 早川書房 2020年5月 93/ｸ

ミーちゃんとロン あべ  はじめ ＢＬ出版 2020年5月 E/ｱ

クラクフのりゅう ポーランドの昔話 アンヴィル奈宝子 偕成社 2020年6月 E/ｱ

ことわざしょうてんがい かんべ  あやこ あかね書房 2020年5月 E/ｶ

とのさまぶたまん 長野  ヒデ子 あすなろ書房 2020年5月 E/ﾅ

いっしょにいてね ＨｉｆｕＭｉｙｏ ポプラ社 2020年5月 E/ﾋ

ぼくは犬や ペク  ヒナ ブロンズ新社 2020年4月 E/ﾍﾟ

りんごごろごろ 森  あさ子 世界文化社 2020年6月 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　 （7/11～７/17） 2020年７月18日作成

◇中央図書館

〈一般〉

量子コンピュータの衝撃　世界を変えるデジタル最終兵器 深田  萌絵 宝島社 2020年5月 007.1/ﾌ

情報リテラシー基礎　入門からビジネスまで 齋藤  真弓 同友館 2020年4月 007.6/ｻ

自分のペースでゆったり学ぶＥｘｃｅｌ　ＶＢＡ　改訂２版 日花  弘子 技術評論社 2020年5月 007.6/ﾋ

東大脳を育てる！読み聞かせ絵本１００ 佐藤  亮子 玄光社 2020年4月 019.5/ｻ

今日も明日も「いいこと」がみつかる「繊細さん」の幸せリスト 武田  友紀 ダイヤモンド社 2020年4月 141.9/ﾀ

イラストでサクッと理解　流れが見えてくる日本史図鑑 かみゆ歴史編集部∥編著 ナツメ社 2020年6月 210.1/ｶ

昭和史がわかるブックガイド 文春新書∥編 文藝春秋 2020年5月 210.7/ﾌﾞ

イギリス史　上 川北  稔∥編 山川出版社 2020年4月 233/ｶ

イギリス史　下 川北  稔∥編 山川出版社 2020年4月 233/ｶ

一冊でわかるイタリア史　世界と日本がわかる国ぐにの歴史 北原  敦∥監修 河出書房新社 2020年5月 237/ｲ

戦国武将の叡智　人事・教養・リーダーシップ 小和田  哲男 中央公論新社 2020年5月 281/ｵ

誰も知らないカルロス・ゴーンの真実 レジス  アルノー(他) 東洋経済新報社 2020年5月 289.3/ｺﾞ

ムッソリーニ　帝国を夢みた政治家 高橋  進 山川出版社 2020年4月 289.3/ﾑ

現代ネパールを知るための６０章 日本ネパール協会∥編 明石書店 2020年5月 302.2/ﾆ

マックス・ウェーバー　近代と格闘した思想家 野口  雅弘 中央公論新社 2020年5月 311.2/ﾉ

白人ナショナリズム　アメリカを揺るがす「文化的反動」  渡辺  靖 中央公論新社 2020年5月 316.8/ﾜ

東アジア戦略概観　２０２０ 防衛研究所∥編 アーバン・コネクションズ 2020年4月 319.8/ﾎﾞ

内容証明を出すならこの１冊 多比羅  誠（他） 自由国民社 2020年5月 327.2/ﾀ

強制不妊と優生保護法　“公益”に奪われたいのち 藤野  豊 岩波書店 2020年5月 369.2/ﾌ

絶対内定　面接の質問　２０２２－ 杉村  太郎（他） ダイヤモンド社 2020年5月 377.9/ｽ/ｱｶ

絶対内定　自己分析とキャリアデザインの描き方　２０２２－ 杉村  太郎（他） ダイヤモンド社 2020年5月 377.9/ｽ/ｱｶ

絶対内定　面接　２０２２－ 杉村  太郎（他） ダイヤモンド社 2020年5月 377.9/ｽ/ｱｶ

絶対内定　エントリーシート・履歴書　２０２２－ 杉村  太郎（他） ダイヤモンド社 2020年5月 377.9/ｽ/ｱｶ 

絶対内定　インターンシップ　２０２２－２０２４－ 熊谷  智宏 ダイヤモンド社 2020年5月 377.9/ｽ/ｱｶ 

化石ドラマチック 土屋  健 イースト・プレス 2020年5月 457.8/ﾂ

シニアの高血圧 土橋  卓也∥監修 ＮＨＫ出版 2020年5月 493.25/ｼ

　６０歳から、７５歳からの“見直し”高血圧対策

医者からもらった薬がわかる本　２０２０－２０２１年版 医薬制度研究会 法研 2020年5月 499.1/ｲ/20

ゴーンショック　日産カルロス・ゴーン事件の真相 朝日新聞取材班 幻冬舎 2020年5月 537/ｱ

ヴィーガン和食 庄司  いずみ 主婦の友社 2020年6月 596.21/ｼ

発酵食の作り方と料理レシピ１５０　カラダを守る、不調が消える 主婦の友社 2020年6月 596.3/ﾊ

思わず見とれるゼリースイーツ 大越  郷子 誠文堂新光社 2020年5月 596.65/ｵ

　ゼラチン・寒天・アガー使いかたのコツがわかる

ハツ江おばあちゃんのフライパン１つで１００レシピ 高木  ハツ江 ＮＨＫ出版 2020年5月 596/ﾀ/ｵﾚ

原色木材大事典２００種 村山  忠親（他） 誠文堂新光社 2020年5月 657/ﾑ

　日本で手に入る木材の基礎知識を網羅した決定版 木目、色味、質感がひと目でわかる！

いちばん美しい世界の絶景遺産 日経ＢＰマーケティング 2020年4月 709/ｲ

憧れのインスタグラマー２０名に学ぶ美しい写真術 インプレス 2020年5月 743/ｱ

バスケットボールの基礎　見るだけでうまくなる！ 森  圭司 ベースボール・マガジン社 2020年5月 783.1/ﾓ

夏井いつきの日々是「肯」日 夏井  いつき∥俳句 文 清流出版 2020年5月 911.3/ﾅ/ﾁｬ

また、本音を申せば 小林  信彦 文藝春秋 2020年4月 914.6/ｺ

理由のない場所 イーユン  リー 河出書房新社 2020年5月 933.7/ﾘ

空腹ねずみと満腹ねずみ　上 ティムール  ヴェルメシュ 河出書房新社 2020年5月 943.7/ﾍﾞ

空腹ねずみと満腹ねずみ　下 ティムール  ヴェルメシュ 河出書房新社 2020年5月 943.7/ﾍﾞ

泥棒は世界を救う　長篇ユーモア・ピカレスク 赤川  次郎 徳間書店 2020年5月 F/ｱｶ

組曲わすれこうじ 黒田  夏子 新潮社 2020年5月 F/ｸﾛ

恋愛未満 篠田  節子 光文社 2020年4月 F/ｼﾉ

ダブル・トライ 堂場  瞬一 講談社 2020年5月 F/ﾄﾞｳ

タイタン 野﨑  まど 講談社 2020年4月 F/ﾉｻﾞ

●新着資料リスト●



〈児童〉

ネバーウェディングストーリー　モールランド・ストーリー ひこ  田中 福音館書店 2020年5月 91/ﾋ

パンダ  オリンピックたいそう いりやま  さとし 講談社 2020年5月 E/ｲ

オニのふろめぐり 岡田  よしたか 小学館 2020年5月 E/ｵ

おばけえん カワダ  クニコ 教育画劇 2020年4月 E/ｶ

うどんできた！ 加藤  休ミ 福音館書店 2020年6月 E/ｶ

こぶたのプーちゃん さとう  あや 福音館書店 2020年5月 E/ｻ

はかせのふしぎなプール 中村  至男 福音館書店 2020年6月 E/ﾅ

シェルパのポルパ  エベレストにのぼる 梨木  羊 岩波書店 2020年5月 E/ﾅ

とうちゃんはむしゃんよか 西村  繁男 光村教育図書 2020年5月 E/ﾆ

〈ＡV〉

エヴリデイ  バッハ～究極のバッハ・ベスト  バッハ∥作曲 ソニー 2007年3月 CD819/ﾊﾞ/1

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



あたらしく購入した本　 （７/１８～７/２２） 2020年７月25日作成

◇中央図書館

〈一般〉

公共図書館が消滅する日 薬師院  仁志　他 牧野出版 2020年5月 016.2/ﾔ

絵本はもっと面白くなる！ 決め手となる読み方、選び方 早川  裕 牧野出版 2020年5月 019.5/ﾊ

５０代からの人生戦略 佐藤  優 青春出版社 2020年1月 159.7/ｻ

フランスの歴史を知るための５０章 中野  隆生　他∥編著 明石書店 2020年5月 235/ﾅ

ワイルドサイドをほっつき歩け ハマータウンのおっさんたち ブレイディみかこ 筑摩書房 2020年6月 302.3/ﾌﾞ

朝鮮半島と日本の未来 姜  尚中 集英社 2020年5月 319.2/ｶ

コロナ危機を生き残る！ 小山  晃弘∥監修 ゴマブックス 2020年6月 335.2/ｺ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

  新型コロナウイルス感染症対応緊急支援のすべて

できるテレワーク入門 在宅勤務の基本が身に付く本 法林  岳之　他 インプレス 2020年6月 336.4/ﾎ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

年次有給休暇制度の解説とＱ＆Ａ 改訂７版 労働調査会 2020年4月 366.3/ﾈ/ﾐｽﾞ

女子学生はどう闘ってきたのか 小林  哲夫 サイゾー 2020年5月 367.2/ｺ

佐々木正美の子育て百科 ２ 佐々木  正美 大和書房 2020年6月 379.9/ｻ/2

掃除道具 小泉  和子 法政大学出版局 2020年5月 383.9/ｺ

お墓のことを考えたらこの１冊 第３版 石原  豊昭 自由国民社 2020年5月 385.6/ｲ

ナチスが恐れた義足の女スパイ 伝説の諜報部員ヴァージニア・ホール ソニア  パーネル 中央公論新社 2020年5月 391.6/ﾊﾟ

有限の中の無限 素数がつくる有限体のふしぎ 西来路  文朗　他 講談社 2020年5月 412/ｻ

人物でよみとく物理 田中  幸　他 朝日新聞出版 2020年5月 420.2/ﾀ

アインシュタインの影 ブラックホール撮影成功までの記録 セス  フレッチャー 三省堂 2020年4月 443.5/ﾌ

見えない絶景 深海底巨大地形 藤岡  換太郎 講談社 2020年5月 452.8/ﾌ

新型コロナ１９氏の意見 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会 2020年5月 493.8/ﾉ

パンデミック客船「ダイヤモンド・プリンセス号」からの生還 小柳  剛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 493.87/ｺ

新型コロナウイルス 脅威を制する正しい知識 水谷  哲也 東京化学同人 2020年5月 493.87/ﾐ
快眠ごはん 眠れるカラダを自分でつくる 坪田  聡 海竜社 2020年5月 498.36/ﾂ/ｼｮｸﾘｮｳﾎｳ

心穏やかに。 人生１００年時代を歩む知恵 小林  弘幸　他 プレジデント社 2020年5月 498.39/ｺ/ﾁｮｳｼﾞｭ

やせグセがつく最強のみそ汁 工藤  孝文 マキノ出版 2020年6月 498.58/ｸ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

人類と病 国際政治から見る感染症と健康格差 詫摩  佳代 中央公論新社 2020年4月 498/ﾀ

世界薬用植物図鑑 イギリス王立植物園キューガーデン版 モニク  シモンズ　他 原書房 2020年5月 499.87/ｼ

最新ＬＩＮＥ＆Ｉｎｓｔａｇｒａｍ＆Ｔｗｉｔｔｅｒ 桑名  由美　他 秀和システム 2020年5月 547.4/ｸ/P

  ＆Ｆａｃｅｂｏｏｋ＆ＴｉｋＴｏｋゼロからやさしくわかる本 第２版

５Ｇクライシス 加藤  やすこ 緑風出版 2020年6月 547.5/ｶ

ナチュラルおせんたく大全 石けんの力ですっきり白くにおいがなくなる 本橋  ひろえ 主婦の友社 2020年6月 593.5/ﾓ

カレンの台所 滝沢  カレン サンクチュアリ出版 2020年4月 596/ﾀ/ｵﾚ

バンクシー 壁に隠れた男の正体 ウィル  エルスワース＝ジョーンズ パルコエンタテインメント事業部 2020年6月 723.3/ﾊﾞ

評伝  古関裕而 新版 菊池  清麿 彩流社 2020年5月 762.1/ｺ

英熟語図鑑 お勉強感ゼロで身につく 清水  建二 かんき出版 2020年6月 834.4/ｼ

山頭火と地蔵とエスペラント 鈴木ますみさんに捧ぐ 種田  山頭火 合同出版 2020年4月 911.3/ﾀ/ｱｶ

気がつけば、終着駅 佐藤  愛子 中央公論新社 2019年12月 914.6/ｻ

人生論  あなたは酢ダコが好きか嫌いか 女二人の手紙のやりとり 佐藤  愛子　他 小学館 2020年5月 915.6/ｻ

お父さんは認知症 父と娘の事件簿 田中  亜紀子 中央公論新社 2020年5月 916/ﾀ

三体 黒暗森林 ２〔上〕 劉  慈欣 早川書房 2020年6月 923.7/ﾘ

三体 黒暗森林 ２〔下〕 劉  慈欣 早川書房 2020年6月 923.7/ﾘ

死にたいけどトッポッキは食べたい ペク  セヒ 光文社 2020年1月 929.1/ﾍﾟ

アンドロメダ病原体－変異－ 上 マイクル  クライトン　他 早川書房 2020年5月 933.7/ｸ

アンドロメダ病原体－変異－ 下 マイクル  クライトン　他 早川書房 2020年5月 933.7/ｸ

おれの眼を撃った男は死んだ シャネル  ベンツ 東京創元社 2020年5月 933.7/ﾍﾞ

ファインダーズ・キーパーズ 上 スティーヴン  キング 文藝春秋 2020年2月 B933/ｷ

ファインダーズ・キーパーズ 下 スティーヴン  キング 文藝春秋 2020年2月 B933/ｷ

院内刑事  フェイク・レセプト 濱  嘉之 講談社 2020年2月 BF/ﾊﾏ/3

迷宮の月 安部  龍太郎 新潮社 2020年4月 F/ｱﾍﾞ

銀色の国 逸木  裕 東京創元社 2020年5月 F/ｲﾂ

じんかん 今村  翔吾 講談社 2020年5月 F/ｲﾏ

今日も町の隅で 小野寺  史宜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 F/ｵﾉ

不良 北野  武 集英社 2020年6月 F/ｷﾀ

五年後に 咲沢  くれは 双葉社 2020年5月 F/ｻｷ

●新着資料リスト●



少年と犬 馳  星周 文藝春秋 2020年5月 F/ﾊｾ

あなたに会えて困った 藤崎  翔 双葉社 2020年5月 F/ﾌｼﾞ

ほたる茶屋 千成屋お吟 藤原  緋沙子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 F/ﾌｼﾞ

妖の掟 誉田  哲也 文藝春秋 2020年5月 F/ﾎﾝ

きたきた捕物帖 宮部　みゆき ＰＨＰ研究所 2020年6月 F/ﾐﾔ

〈ティーンズ〉

ユーチュー部！！ 受験編 山田  明 学研プラス 2020年6月 SF/ﾔﾏ/3

〈児童〉

うちにカブトガニがやってきた！？ 石井  里津子 学研プラス 2020年7月 48/ｲ/Y

  生きている化石とすごした１年と２か月

空飛ぶのらネコ探険隊 さいごのマンモス 〔７〕 大原  興三郎 文溪堂 2020年6月 91/ｵ/7

おたすけこびととおべんとう コヨセ  ジュンジ 徳間書店 2020年5月 E/ｺ

どこからきたの？おべんとう 鈴木  まもる 金の星社 2020年5月 E/ｽ

うりのつる  くるくる 田島  征三 光村教育図書 2020年5月 E/ﾀ

プラスチックのうみ ジュリア  ブラットマン 小学館 2020年6月 E/ﾌﾞ

みずをくむプリンセス ピーター  Ｈ  レイノルズ さ・え・ら書房 2020年5月 E/ﾚ

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



あたらしく購入した本　 （７/２５～７/３１） 2020年８月１日作成

◇中央図書館

〈一般〉

オカルト伝説　人を魅了する世界の不思議な話 ダニエル  Ｓ  レビー 日経ＢＰマーケティング 2020年4月 147/ﾚ

建国神話の社会史　史実と虚偽の境界 古川  隆久 中央公論新社 2020年1月 210/ﾌ

朝鮮戦争７０年　「新アジア戦争」時代を越えて 和田  春樹（他） かもがわ出版 2020年6月 319.2/ﾜ

塀の中の事情　刑務所で何が起きているか 清田  浩司 平凡社 2020年5月 326.5/ｷ

失業保険１５０％トコトン活用術 日向  咲嗣 同文舘出版 2020年5月 364.7/ﾋ

　辞める前に知っておきたい８０の知恵！

ルポ  技能実習生 澤田  晃宏 筑摩書房 2020年5月 366.8/ｻ

性転師　「性転換ビジネス」に従事する日本人たち 伊藤  元輝 柏書房 2020年6月 367.9/ｲ

ホームレス消滅 村田  らむ 幻冬舎 2020年5月 368.2/ﾑ

年収１００万円で生きる　格差都市・東京の肉声 吉川  ばんび 扶桑社 2020年5月 368.2/ﾖ

あなたとあなたの大切な人を守る捜査一課式防犯ＢＯＯＫ 佐々木  成三 アスコム 2020年5月 368.6/ｻ

もしものときから日常のそなえまで一家に一冊！防災アイデア手帖 世界文化社 2020年7月 369.3/ﾓ

　ウィルスなど感染症、地震、台風、ネット犯罪…

学校が子どもを殺すとき　「教える側」の質が劣化したこの社会で 渋井  哲也 論創社 2020年6月 371.4/ｼ

小さな葬儀とお墓選び・墓じまい 大野屋テレホンセンター∥監修 自由国民社 2020年6月 385.6/ﾁ

　シンプルでも後悔しないようきちんとしたい 実際の進め方と手続き・費用がわかる６４項

まじないの文化史 新潟県立歴史博物館∥監修 河出書房新社 2020年5月 387.9/ﾏ

　見るだけで楽しめる！ 日本の呪術を読み解く

富士山境目図鑑　境目だから面白い、五合目の地質と動植物 山梨県富士山科学研究所 丸善出版 2020年5月 462.1/ﾔ

生物の進化大事典 スティーヴ  パーカー∥編 三省堂 2020年6月 467.5/ﾊﾟ

考えるナメクジ　人間をしのぐ驚異の脳機能 松尾  亮太 さくら舎 2020年5月 484.6/ﾏ

タコの知性　その感覚と思考 池田  譲 朝日新聞出版 2020年4月 484.7/ｲ

血圧は１分で下がる！　薬・減塩に頼らず毎日続けられる血圧改善法 今野  清志 自由国民社 2020年6月 493.25/ｺ

自由というサプリ　ラブという薬  続 いとう  せいこう（他） リトルモア 2020年4月 493.7/ｲ

心を病んだらいけないの？　うつ病社会の処方箋 斎藤  環（他） 新潮社 2020年5月 493.7/ｻ

新型コロナを乗り越える　家で楽しむ５０の方法付き 蓮池  林太郎 セルバ出版 2020年5月 493.8/ﾊ

女の子が知っておきたい卵子のハナシ。 浅田  義正 主婦の友社 2020年4月 495.6/ｱ

最新・医療事務入門 木津  正昭 医学通信社 2020年4月 498.16/ｷ/20

　窓口業務から保険請求  統計業務まで　２０２０

くすりの事典　病院からもらった薬がよくわかる　２０２１年版 片山  志郎∥監修 成美堂出版 2020年6月 499.1/ｸ/21

野菜が長持ち＆使い切るコツ、教えます！ 島本  美由紀 小学館 2020年6月 596.3/ｼ

　食品ロスをなくして節約！

食材使い切り＆時短で簡単！ラクうま鶏ささみ献立 武蔵  裕子 辰巳出版 2020年7月 596.33/ﾑ

　カロリー・３大栄養素表示

ぱんぱかパン図鑑 金子  健一 扶桑社 2020年5月 596.63/ｶ

たれソース７００ 毎日新しいおいしさが見つかる！ 武蔵  裕子 永岡書店 2020年5月 596/ﾑ/ｵﾚ

魅せる苔テラリウムの作り方　部屋で育てる 小さな苔の森 石河  英作 家の光協会 2020年5月 627.9/ｲ

あなたのペットが迷子になっても　 遠藤  匡王 緑書房 2020年5月 645.9/ｴ

　ペット探偵が出会った人と動物の愛の物語

ファシズムの日本美術　大観、靫彦、松園、嗣治 池田  安里 青土社 2020年5月 721.9/ｲ

志村ふくみ　一色を、一生をかけて追い求め 河出書房新社 2020年5月 753/ｼ

折り鶴クラフト　おしゃれなアートと素敵な雑貨 森本  美和 講談社 2020年5月 754.9/ﾓ/ｵﾘｶﾞﾐ

スタンリー・キューブリック　映画の巨人たち 佐野  亨∥編 辰巳出版 2020年6月 778.2/ｷ

スティーブ・マックイーン  ヴィンテージ映画ポスター・コレクション 井上  由一∥編 ディスクユニオン 2020年6月 778.2/ﾏ

　ポスター・アートで見る〈キング・オブ・クール〉の肖像

麒麟がくる　後編 ＮＨＫ出版 2020年6月 778.8/ｷ

虫とゴリラ 養老  孟司（他） 毎日新聞出版 2020年4月 914.6/ﾖ

ギター・ブギー・シャッフル イ  ジン 新泉社 2020年4月 929.1/ｲ

おばんざい　京の台所歳時記　秋と冬 秋山  十三子（他） 河出書房新社 2020年6月 B596/ｱ

おばんざい京の台所歳時記　春と夏 秋山  十三子（他） 河出書房新社 2020年6月 B596/ｱ
筒井康隆、自作を語る 筒井  康隆 早川書房 2020年6月 B910/ﾂ

コンフィデンスマンＪＰ　プリンセス編 山本  幸久∥小説 ポプラ社 2020年4月 BF/ﾔﾏ

首都圏パンデミック 大原  省吾 幻冬舎 2020年5月 BF/ｵｵ

高校事変　７ 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 BF/ﾏﾂ/7

●新着資料リスト●



生かさず、殺さず 久坂部  羊 朝日新聞出版 2020年6月 F/ｸｻ

代表取締役アイドル 小林  泰三 文藝春秋 2020年6月 F/ｺﾊﾞ

〈児童〉

学校のふしぎ  なぜ？どうして？ 沼田  晶弘∥監修 高橋書店 2020年6月 37/ｶﾞ

まんがで読む星座と神話 藤井  旭∥監修 学研プラス 2020年6月 44/ﾏ

どうなってるの？恐竜の世界 アレックス  フリス ひさかたチャイルド 2020年6月 45/ﾌ

どっちが強い！？動物オリンピック編　スポーツ王決定戦 Ｘベンチャーオールスターズ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 48/ｴ

ファーブル先生の昆虫教室　めぐる命と虫の役割　４ 奥本  大三郎 ポプラ社 2020年6月 48/ｵ/4

ＪＲ私鉄全線地図でよくわかる鉄道大百科 ＪＴＢパブリッシング 2020年7月 68/ｼﾞ

　鉄道キッズ集まれ！ 鉄道の基本も路線図も！ 新版

きつねのしっぽ おくはら  ゆめ 小峰書店 2020年6月 91/ｵ

妖怪たちと秘密基地　妖怪一家九十九さん 富安  陽子 理論社 2020年6月 91/ﾄ

こどもたちはまっている 荒井  良二 亜紀書房 2020年6月 E/ｱ

うみでなんのぎょうれつ？ オームラ  トモコ ポプラ社 2020年6月 E/ｵ

ファイアー 長谷川  集平 理論社 2020年6月 E/ﾊ

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


