
あたらしく購入した本　 （８/１～８/７） 2020年8月8日作成

◇中央図書館

〈一般〉

公立図書館における指定管理者制度 水沼  友宏 樹村房 2020年5月 011.1/ﾐ

　導入館と非導入館が提供するサービスの比較

天皇皇后両陛下が受けた特別講義　講書始のご進講 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 041/ﾃ

感情はコントロールしなくていい 「ネガティブな気持ち」を味方にする方法 石原  加受子 日本実業出版社 2020年6月 146.8/ｲ

なりたいようになりなさい 小林  照子 日本実業出版社 2020年6月 159/ｺ

北条氏綱 勝って甲の緒をしめよ 黒田  基樹 ミネルヴァ書房 2020年6月 289.1/ﾎ

アルプストレッキングサポートＢＯＯＫ ２０２０ ネコ・パブリッシング 2020年5月 291.5/ｱ

早わかり都道府県Ｄａｔａ  Ｂｏｏｋ 日本食糧新聞社 2020年5月 291/ﾊ
　話のネタ帳 データで発見！４７都道府県のＮｏ．１！！ あなたの県は何番目！？怒濤の１３０ランキング ２０２０

時代の抵抗者たち 青木  理 河出書房新社 2020年5月 304/ｱ

悪党・ヤクザ・ナショナリスト　近代日本の暴力政治 エイコ  マルコ  シナワ 朝日新聞出版 2020年6月 312.1/ｼ

香港デモ戦記 小川  善照 集英社 2020年5月 312.2/ｵ

新型コロナ、香港、台湾、世界は習近平を許さない 福島  香織 ワニブックス 2020年6月 312.2/ﾌ

市民と行政がタッグを組む！生駒市発！「自治体３．０」のまちづくり 小紫  雅史 学陽書房 2020年5月 318.6/ｺ

おとめ六法 上谷  さくら（他） ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 320/ｶ

１２歳の少女が見つけたお金のしくみ 泉  美智子 宝島社 2020年6月 331/ｲ

　小学６年生がやさしく解き明かした経済学の基本

マンガまるわかりハラスメント 野原  蓉子∥監修 新星出版社 2020年6月 336.4/ﾏ/ﾐｽﾞ

ジム・ロジャーズ  世界的投資家の思考法 ジム  ロジャーズ 講談社 2020年6月 338.1/ﾛ

図解わかる住宅ローン　２０２０－２０２１年版 浅井  秀一 新星出版社 2020年6月 338.7/ｱ/20

コミュニティカフェ　まちの居場所のつくり方、続け方 齋藤  保 学芸出版社 2020年7月 361.9/ｻ

図解わかる定年前後の手続きのすべて　２０２０－２０２１年版 中尾  幸村（他） 新星出版社 2020年6月 364.3/ﾅ/20

認知症の人のイライラが消える接し方 植  賀寿夫 講談社 2020年5月 369.2/ｳ

紫外線の社会史 見えざる光が照らす日本 金  凡性 岩波書店 2020年5月 425.5/ｷ

激甚気象はなぜ起こる（げきじんきしょうはなぜおこる） 坪木  和久 新潮社 2020年5月 451.9/ﾂ

空撮九州 トンビの視た大地のかたち 岩尾  雄四郎 海鳥社 2020年5月 454.9/ｲ

カビの取扱説明書 浜田  信夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 465.8/ﾊ

タネはどこからきたか？ 鷲谷  いづみ 山と溪谷社 2020年7月 471.7/ﾜ

動物の言葉 驚異のコミュニケーション・パワー ブランドン  ケイム 日経ＢＰマーケティング 2020年7月 481.7/ｹ

おどろきダンゴムシ図鑑 奥山  風太郎 幻冬舎 2020年6月 485.3/ｵ

世界史を変えたパンデミック 小長谷  正明 幻冬舎 2020年5月 493.8/ｺ

ガン治療革命  小林  平大央∥編著 河出書房新社 2020年5月 494.5/ｺ

　最先端医療はここまで来た！予防＆寛解のための最高の選択をする！

食品添加物はなぜ嫌われるのか 畝山  智香子 化学同人 2020年6月 498.51/ｳ

　食品情報を「正しく」読み解くリテラシー

心を壊さない生き方 Ｔｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎｅ（他） 文響社 2020年6月 498.8/ﾃ

　超ストレス社会を生き抜くメンタルの教科書

ＺＯＯＭはじめました 秋田  稲美 ＷＡＶＥ出版 2020年6月 547.4/ｱ/P

ＬＩＮＥ基本＋活用ワザ コグレ  マサト（他） インプレス 2020年5月 547.4/ｺ/P

はじめての今さら聞けないインスタグラム 吉岡  豊 秀和システム 2020年6月 547.4/ﾖ/P

決定版５Ｇ　２０３０年への活用戦略 片桐  広逸 東洋経済新報社 2020年6月 547.5/ｶ/P

着心地かろやか手縫いのおとな服 ＮＨＫ出版 2020年6月 593/ｷ/ｺｽ

身のまわりのものでできる手作りマスク 寺西  恵里子 日東書院本社 2020年6月 594/ﾃ/ｺﾞﾙ

桃のお菓子づくり 今井  ようこ（他） 誠文堂新光社 2020年6月 596.65/ｲ

　丸ごとコンポートからババロア、アイスクリーム、パウンド、タルト、ショートケーキまで

本当は怒りたくないお母さんのためのアンガーマネジメント 島田  妙子 致知出版社 2020年5月 599/ｼ

地球温暖化と日本の農業 気温上昇によって私たちの食べ物が変わる！？ 成山堂書店 2020年6月 613.1/ﾁ

交通事故が労災だったときに知っておきたい保険の仕組みと対応 後藤  宏∥共著 日本法令 2020年5月 681.3/ｺﾞ

みんなのアマビエ 扶桑社 2020年5月 708.7/ﾐ

かわいいボールペンイラストレッスン帖 くどう  のぞみ コスミック出版 2020年6月 726.5/ｸ

　ちょこっと描ければ、毎日楽しい！

最後の湯田マタギ　黒田勝雄写真集 黒田  勝雄 藤原書店 2020年6月 748/ｸ

●新着資料リスト●



ＴＨＥ  ＢＥＳＴ  ＯＦ  ＡＵＤＲＥＹ　 テレンス  ペッパー 玄光社 2020年5月 778.2/ﾍ

　オードリー・ヘプバーン写真集｜伝説的な美の肖像

国旗・国歌・国民　スタジアムの熱狂と沈黙 弓狩  匡純 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 780.1/ﾕ
アスリート×ブランド 長田  新子 宣伝会議 2020年5月 780/ｵ
　感動と興奮を分かち合うスポーツシーンのつくり方
井上ひさし発掘エッセイ・セレクション　芝居とその周辺　２ 井上  ひさし 岩波書店 2020年5月 914.6/ｲ

わたしの全てのわたしたち サラ  クロッサン ハーパーコリンズ・ジャパン 2020年6月 933.7/ｸ

黙示　萩尾警部補シリーズ　３ 今野  敏 双葉社 2020年6月 F/ｺﾝ/3

北の河 高井  有一 小学館 2020年6月 F/ﾀｶ

水を縫う 寺地  はるな 集英社 2020年5月 F/ﾃﾗ

ヒポクラテスの試練 中山  七里 祥伝社 2020年6月 F/ﾅｶ

あしたの華姫 畠中  恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 F/ﾊﾀ

おいしくて泣くとき 森沢  明夫 角川春樹事務所 2020年6月 F/ﾓﾘ

〈ティーンズ〉

原稿用紙１枚の物語 ２０行目で「あっ！」とおどろく あいはら  まひろ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 SF/ｱｲ

〈児童〉

南極のさかな大図鑑 岩見  哲夫 福音館書店 2020年6月 48/ｲ

細菌ホテル キム  ソンファ（他） 金の星社 2020年6月 49/ｷ

６年１組黒魔女さんが通る！！ １１ 石崎  洋司 講談社 2020年6月 91/ｲ/11

春の嵐 ペンダーウィックの四姉妹 ジーン  バーズオール 小峰書店 2020年6月 93/ﾊﾞ

よい子れんしゅう帳 おかべ  りか 福音館書店 2020年6月 E/ｵ

ティラノサウルスのはらぺこないちにち 鈴木  まもる 偕成社 2020年7月 E/ｽ

トリケラトプスのなんでもないいちにち 鈴木  まもる 偕成社 2020年7月 E/ｽ

いし 高畠  那生 アリス館 2020年6月 E/ﾀ

わっはは  ぼくのなつやすみ タダ  サトシ こぐま社 2020年6月 E/ﾀ

かえるじゃん つるた  あき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 E/ﾂ

のりかえの旅 長田  真作 あすなろ書房 2020年6月 E/ﾅ

妖怪のど自慢 広瀬  克也 絵本館 2020年6月 E/ﾋ

〈赤崎分館〉

明け方の若者たち ｔｈｅ  ｅｎｄ  ｏｆ  ｔｈｅ  ｐａｌｅ  ｈｏｕｒ カツセ  マサヒコ 幻冬舎 2020年6月 F/ｶﾂ

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



あたらしく購入した本　 （８/８～８/１４） 2020年8月15日作成

◇中央図書館

〈一般〉

今すぐ書ける１分間プログラミング 板垣  政樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 007.6/ｲ

分類法キイノート 第３版補訂 宮沢  厚雄 樹村房 2020年5月 014.4/ﾐ

一流の人が、他人の見ていない時にやっていること。 千田  琢哉 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ 2020年7月 159/ｾ

  最後に生き残る人の「秘密の習慣」４０

地図でスッと頭に入る戦国時代 小和田  哲男∥監修 昭文社 2020年6月 210.4/ﾁ

女帝  小池百合子 石井  妙子 文藝春秋 2020年5月 289.1/ｺ

プラハ巡覧記 風がハープを奏でるように 前川  健一 産業編集センター 2020年6月 293.4/ﾏ

言語道断 櫻井  よしこ 新潮社 2020年5月 304/ｻ

不条理を生きるチカラ コロナ禍が気づかせた幻想の社会 佐藤  優 他 ビジネス社 2020年6月 304/ｻ

安倍・小池政治の虚飾 コロナ・カジノ・災害対応 横田  一 緑風出版 2020年6月 312.1/ﾖ

わが敵「習近平」 楊  逸 飛鳥新社 2020年6月 312.2/ﾔ

公文書危機 闇に葬られた記録 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 2020年6月 317.6/ﾏ

グラフのウソを見破る技術 アルベルト  カイロ ダイヤモンド社 2020年4月 350.1/ｶ 

街場の親子論 父と娘の困難なものがたり 内田  樹　他 中央公論新社 2020年6月 367.3/ｳ

還暦からの底力 歴史・人・旅に学ぶ生き方 出口  治明 講談社 2020年5月 367.7/ﾃﾞ

中高年のための「読む防災」 最新版 一度読んでおけば一生安心！ 和田  隆昌 ワニブックス 2020年7月 369.3/ﾜ

１日１５分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる 齋藤  孝 マガジンハウス 2020年6月 379.9/ｻ

イスラエル諜報機関暗殺作戦全史 上 ロネン  バーグマン 早川書房 2020年6月 391.6/ﾊﾞ

イスラエル諜報機関暗殺作戦全史 下 ロネン  バーグマン 早川書房 2020年6月 391.6/ﾊﾞ

正多面体は本当に５種類か やわらかい幾何はすべてここからはじまる 小林  吹代 技術評論社 2020年6月 414.1/ｺ

雷 小林  文明 成山堂書店 2020年6月 451.7/ｺ

マンガで学ぶゲノム ゲノム・エクスプレス チョ  ジンホ マイナビ出版 2020年6月 467.3/ﾁ

几帳面だと思っていたら心の病気になっていました 菊晴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年1月 493.74/ｷ

海と地域を蘇らせるプラスチック「革命」 グンター  パウリ 日経ＢＰマーケティング 2020年6月 519/ﾊﾟ

メーター検針員テゲテゲ日記 川島  徹 三五館シンシャ フォレスト出版 2020年7月 540.9/ｶ

  １件４０円、本日２５０件、１０年勤めてクビになりました

Ｚｏｏｍ１２０％活用術 ビデオ会議アプリの新定番！ Ｚｏｏｍビジネス研究会 宝島社 2020年7月 547.4/ｽﾞ

さらに、やめてみた。 わたなべ  ぽん 幻冬舎 2020年5月 590.4/ﾜ
  自分のままで生きられるようになる、暮らし方・考え方

台湾オニギリ 山脇  りこ 主婦の友社 2020年7月 596.22/ﾔ

フォカッチャ こねずにできるふんわりもちもち 池田  愛実 家の光協会 2020年6月 596.63/ｲ

世界一ズボラなＢＯＸパン！ ぐるぐる混ぜて、少し置いたら、３分チン 斎藤  ゆかり ワニブックス 2020年5月 596.63/ｻ

おいしい味つけ１：１：１の便利帖 堀江  ひろ子 池田書店 2020年6月 596/ﾎ/ｵﾚ

薬物依存症 清原  和博 文藝春秋 2020年6月 783.7/ｷ

自宅でキャンプ 今日からできる！いちばん身近なアウトドア体験。 枻出版社 2020年5月 786.3/ｼﾞ

将棋指しの腹のうち 先崎  学 文藝春秋 2020年1月 796/ｾ

ぜんぶ本の話 池澤  夏樹 他 毎日新聞出版 2020年6月 904/ｲ

赤江瀑の世界 花の呪縛を修羅と舞い 赤江  瀑 河出書房新社 2020年6月 910.2/ｱ

古井由吉 文学の奇蹟 河出書房新社 2020年6月 910.2/ﾌ

生きるための辞書 十字路が見える 北方  謙三 新潮社 2020年2月 914.6/ｷ

美女ステイホーム 林  真理子 マガジンハウス 2020年6月 914.6/ﾊ

村上Ｔ 僕の愛したＴシャツたち 村上  春樹 マガジンハウス 2020年6月 914.6/ﾑ

旅のつばくろ 沢木  耕太郎 新潮社 2020年4月 915.6/ｻ

ザリガニの鳴くところ ディーリア  オーエンズ 早川書房 2020年3月 933.7/ｵ

すべて内なるものは エドウィージ  ダンティカ 作品社 2020年6月 933.7/ﾀﾞ

縄文人に相談だ 望月  昭秀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 B159/ﾓ

つかこうへい正伝 １９６８－１９８２ 長谷川  康夫 新潮社 2020年6月 B912/ﾂ

１００文字ＳＦ 北野  勇作 早川書房 2020年6月 BF/ｷﾀ

若君の覚悟 公家武者信平 ８ 佐々木  裕一 講談社 2020年6月 BF/ｻｻ/8

絵本版１００にちごにしぬワニ　〔１〕 きくち  ゆうき サニーサイド 2020年6月 E/ｷ

  １にちめから３０にちめまでの１３にちかん

全部ゆるせたらいいのに 一木  けい 新潮社 2020年6月 F/ｲﾁ

囚われの山 伊東  潤 中央公論新社 2020年6月 F/ｲﾄ

●新着資料リスト●



銀花の蔵 遠田  潤子 新潮社 2020年4月 F/ﾄｵ

鬼人幻燈抄 幕末編 中西  モトオ 双葉社 2020年6月 F/ﾅｶ/4

縄紋 真梨  幸子 幻冬舎 2020年5月 F/ﾏﾘ

〈ティーンズ〉

ないものねだりの君に光の花束を 汐見  夏衛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 SF/ｼｵ

〈児童〉

ピラミッドのサバイバル １ 洪  在徹 朝日新聞出版 2020年6月 24/ﾎ/1

恐竜スペシャル！ ＮＨＫ子ども科学電話相談 〔１０〕 ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班∥編 ＮＨＫ出版 2020年6月 45/ｴ

昆虫スペシャル！ ＮＨＫ子ども科学電話相談 〔１１〕 ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班∥編 ＮＨＫ出版 2020年6月 48/ｴ

ルドルフとノラねこブッチー ルドルフとイッパイアッテナ　５ 斉藤　洋 講談社 2020年6月 91/ｻ

かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 原  ゆたか ポプラ社 2020年6月 91/ﾊ

キャベたまたんてい  こふん時代へタイムスリップ 三田村  信行 金の星社 2020年6月 91/ﾐ

はじまりの夏 吉田  道子 あかね書房 2020年6月 91/ﾖ

かばがおおきなくちをあけるわけ こが  ようこ∥脚本 童心社 2020年7月 C/ｶﾞｲｺｸﾑｶｼ

あかいしろくま 柴田  ケイコ ＰＨＰ研究所 2020年7月 E/ｼ

ぼくらはもりのダンゴムシ まつおか  たつひで ほるぷ出版 2020年6月 E/ﾏ

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



あたらしく購入した本　 （８/１５～８/２１） 2020年8月22日作成

◇中央図書館

〈一般〉

極上の死生観 ６０歳からの「生きるヒント」 齋藤  孝 ＮＨＫ出版 2020年6月 114.2/ｻ

二枚腰のすすめ 鷲田清一の人生案内 鷲田  清一 世界思想社 2020年6月 159/ﾜ

知識ゼロからの古文書を読む 古賀  弘幸 幻冬舎 2020年6月 210/ｺ

地方議員は必要か ３万２千人の大アンケート ＮＨＫスペシャル取材班 文藝春秋 2020年6月 318.4/ｴ

公務員の読み書きそろばん 林  誠 学陽書房 2020年6月 318.5/ﾊ

ドキュメント  強権の経済政策 官僚たちのアベノミクス  ２ 軽部  謙介 岩波書店 2020年6月 332.1/ｶ

人類の未来年表 人口、資源など未来の問題をデータで解き明かす ニュートンプレス 2020年7月 334.3/ｼﾞ

テレワーク大全 独自調査と徹底取材で導くアフターコロナ時代の働き方 日経ＢＰ総合研究所イノベーションＩＣＴラボ 日経ＢＰマーケティング 2020年6月 336.4 /ﾆ /ﾋﾞｼﾞﾈｽ

いますぐ！超実践テレワーク 企業・個人３０以上の成功ノウハウ マイナビ出版 2020年6月 336.4/ｲ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

在宅ＨＡＣＫＳ！ 自分史上最高のアウトプットを可能にする新しい働き方 小山  龍介 東洋経済新報社 2020年7月 336.4/ｺ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

パワハラ防止ガイドブック 判断基準、人事管理、相談対応がわかる 橘  大樹　他 経団連出版 2020年6月 336.4/ﾀ/ﾐｽﾞ

パン屋ではおにぎりを売れ 想像以上の答えが見つかる思考法 柿内  尚文 かんき出版 2020年6月 336/ｶ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

こんなにおもしろいファイナンシャルプランナーの仕事 青野  雅夫　他 中央経済グループパブリッシング 2020年6月 338.1/ｱ/ｱｵ

アウトプットする力 「話す」「書く」「発信する」が劇的に成長する８５の方法 齋藤  孝 ダイヤモンド社 2020年6月 361.4/ｻ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

コロナ不況で困った人が「申請」だけでもらえるお金払わなくてもいいお金 風呂内  亜矢∥監修 宝島社 2020年6月 364.3/ｺ

新型コロナと貧困女子 中村  淳彦 宝島社 2020年7月 367.2/ﾅ

加害者家族を支援する 支援の網の目からこぼれる人々 阿部  恭子 岩波書店 2020年6月 368.6/ｱ

家族写真 ３・１１原発事故と忘れられた津波 3 11 笠井  千晶 小学館 2020年6月 369.3/ｶ

子どもの「コミュ障」 発達障害のもう一つの顔 大井  学 金子書房 2020年6月 378/ｵ

モンテッソーリで解決！子育ての悩みに今すぐ役立つＱ＆Ａ６８ 田中  昌子 講談社 2020年6月 379.9/ﾀ

チャイナドレス大全 文化・歴史・思想 謝  黎 青弓社 2020年6月 383.1/ｼ

ほんとは怖い健康診断のＣ・Ｄ判定　 近藤  慎太郎 日経ＢＰマーケティング 2020年6月 493.18/ｺ

  医者がマンガで教える生活習慣病のウソ・ホント

復職後再発率ゼロの心療内科の先生に 亀廣  聡 他 日本実業出版社 2020年6月 493.76/ｶ

  「薬に頼らず、うつを治す方法」を聞いてみました

１日１回！目がどんどんよくなるアイダンス 磯﨑  文雄 青春出版社 2020年7月 496.41/ｲ

  目の筋膜をリリースする新しい視力回復法

川上晶也の「コロナに負けない！」健康レシピ手帖 川上  晶也 徳間書店 2020年6月 498.58/ｶ/ﾒﾝｴｷ

医者が考案した究極のヨーグルト健康術 新型肺炎に負けないからだをつくる！ 工藤  孝文 宝島社 2020年6月 498.58/ｸ/ﾒﾝｴｷ

薬学部 中高生のための学部選びガイド 橋口  佐紀子 ぺりかん社 2020年7月 499.07/ﾊ

捨てられる食べものたち 食品ロス問題がわかる本 井出  留美 旬報社 2020年7月 588/ｲ
今日からはじめるソーイングミシン１年生 日本ヴォーグ社 2020年7月 593.4/ｷ/ｺｽ

ラフなあかぬけヘアアレンジ 仲村  優 学研プラス 2020年7月 595.4/ﾅ

  巻きなし！ピンなし！ゴムだけでできる

京大カレー部秘伝のスパイスカレーレシピ 京大カレー部 河出書房新社 2020年6月 596.3/ｷ

ふわふわ、しっとり、とろけるシフォン 中山  真由美 家の光協会 2020年6月 596.65/ﾅ

  予約の取れないお菓子教室「ｃｈｉｆｆｏｎ  ｃｈｉｆｆｏｎ」のベストレシピ

和牛キッチン ｃｏｏｋｐａｄ  Ｌｉｖｅ公式レシピ 川西シェフ・助手水田 和牛 ワニブックス 2020年7月 596/ﾜ/ｵﾚ

ミニマリスト  スマホの中を片付ける 飯島  彩香 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 694.6/ｲ

解説  フィンセント・ファン・ゴッホ  ひまわり 小林  晶子∥執筆 求龍堂 2020年6月 723.3/ｺﾞ

日本マンガ全史 「鳥獣戯画」から「鬼滅の刃」まで 澤村  修治 平凡社 2020年6月 726.1/ｻ

星野之宣（ほしの  ゆきのぶ） 総特集 デビュー４５周年記念 河出書房新社 2020年5月 726.1/ﾎ

バーモントの片隅に暮らす ターシャ・テューダーが愛した写真家 リチャード  Ｗ  ブラウン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 740.2/ﾌﾞ

座右の世阿弥 不安の時代を生き切る２９の教え 齋藤  孝 光文社 2020年6月 773.2/ｾﾞ

声の文化を楽しむ 朗読のすすめ 好本  惠 紀伊國屋書店 2020年6月 809.4/ﾖ

一番やさしい基本の日常英会話 複合媒体資料 Ｂｅｔｔｙ  Ｐａｌｅｎ　他 西東社 2020年7月 837.8/ﾍﾟ

文豪聖地巡礼 朝霧  カフカ∥監修 立東舎 2020年6月 910.2/ﾌﾞ

暮らしの古典歳時記 吉海  直人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 910.2/ﾖ

おべんとうの時間がきらいだった 阿部  直美 岩波書店 2020年6月 914.6/ｱ

君たちにサンタは来ない 朝田  寅介 ワニブックス 2020年6月 916/ｱ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

思い、思われ、ふり、ふられ 実写映画ノベライズ 阿部  暁子 集英社 2020年6月 SBF/ｱﾍﾞ

ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） ５ 七月  隆文 新潮社 2020年7月 SBF/ﾅﾅ/5

無限の中心で まはら  三桃 講談社 2020年6月 SF/ﾏﾊ
イーブン 村上  しいこ 小学館 2020年6月 SF/ﾑﾗ

〈児童〉

きみはスゴイぜ！ 一生使える「自信」をつくる本 シュー  サイド 飛鳥新社 2020年7月 15/ｻ

国旗のまちがいさがし 苅安  望∥監修 インプレス 2020年7月 28/ｺ

かくれているよ海のなか 高久  至∥しゃしん アリス館 2020年6月 48/ﾀ

魔女のうらないグミ 草野  あきこ ＰＨＰ研究所 2020年7月 91/ｸ

バウムクーヘンとヒロシマ ドイツ人捕虜ユーハイムの物語 巣山  ひろみ くもん出版 2020年6月 91/ｽ

まじょのナニーさん  なみだの海でであった人魚 藤  真知子 ポプラ社 2020年6月 91/ﾌ

ミス・マープルの名推理  予告殺人 アガサ  クリスティー 早川書房 2020年6月 93/ｸ

オオカミの旅 ロザンヌ  パリー あかね書房 2020年6月 93/ﾊﾟ

ここは 及川  賢治 河出書房新社 2020年6月 E/ｵ

くまくまくんはパイロット しかけがいっぱい  うごかしてみて！ ベンジー  デイヴィス ＢＬ出版 2020年5月 E/ﾃﾞ

ぼくはにんげん おもいやりってだいじだね ピーター  レイノルズ 新評論 2020年6月 E/ﾚ

〈ＡV〉

エヴリデイ  バッハ～究極のバッハ・ベスト【ＤＩＳＣ２ ＭＯＮＤＡＹ】 バッハ∥作曲 ソニー・ミュージックエンタテインメント 2007年3月 CD819/ﾊﾞ/2

エヴリデイ  バッハ～究極のバッハ・ベスト 【ＤＩＳＣ３ ＴＵＥＳＤＡＹ】 バッハ∥作曲 ソニー・ミュージックエンタテインメント 2007年3月 CD819/ﾊﾞ/3

エヴリデイ  バッハ～究極のバッハ・ベスト【ＤＩＳＣ４ ＷＥＤＮＥＳＤＡＹ】 バッハ∥作曲 ソニー・ミュージックエンタテインメント 2007年3月 CD819/ﾊﾞ/4

エヴリデイ  バッハ～究極のバッハ・ベスト【ＤＩＳＣ５ ＴＨＵＲＳＤＡＹ】 バッハ∥作曲 ソニー・ミュージックエンタテインメント 2007年3月 CD819/ﾊﾞ/5

エヴリデイ  バッハ～究極のバッハ・ベスト【ＤＩＳＣ６ ＦＲＩＤＡＹ】 バッハ∥作曲 ソニー・ミュージックエンタテインメント 2007年3月 CD819/ﾊﾞ/6

エヴリデイ  バッハ～究極のバッハ・ベスト【ＤＩＳＣ７ ＳＡＴＵＲＤＡＹ】 バッハ∥作曲 ソニー・ミュージックエンタテインメント 2007年3月 CD819/ﾊﾞ/7

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


