●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （８/２２～９/２０）

2020年9月23日作成

◇中央図書館
〈一般〉

未来をつくる言葉
わかりあえなさをつなぐために
インターネット権利侵害
削除請求・発信者情報開示請求“後”の法的対応Ｑ＆Ａ
ＱＲコードの奇跡 モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ
サクサク片付く！パソコン時短術完全マニュアル
スラスラ読めるＪａｖａふりがなプログラミング
パソコンで困ったときの解決＆便利技 改訂２版
パンデミック 世界をゆるがした新型コロナウイルス
明日咲く言葉の種をまこう 心を耕す名言１００
なんで僕に聞くんだろう。
はじめての渋沢栄一 探究の道しるべ
海外旅行なんて二度と行くかボケ！！
６０歳からの青春１８きっぷ入門
るるぶ栃木 宇都宮 那須 日光 ’２１
るるぶ天橋立 城崎 丹後 但馬 竹田城跡 ’２１
るるぶ福岡 博多 天神 ’２１
パリ・フーディー パリレストランガイド
ロシア万華鏡 社会・文学・芸術
コロナが変えた世界 ＣＯＶＩＤ－１９
アイヌの権利とは何か 新法・象徴空間・東京五輪と先住民族
簡単解説今さら聞けないアメリカ大統領選のしくみ
米中最終決戦 アメリカは中国を世界から追放する
明子のピアノ 被爆をこえて奏で継ぐ
離婚後の子どもをどう守るか 「子どもの利益」と「親の利益」
自分で書く「シンプル遺言」 簡単なのに、効力抜群！
５００冊の死刑 死刑廃止再入門
入社１年目でマスターしないと恥をかく仕事の基本見るだけノート
保険ぎらい 「人生最大の資産リスク」対策
現代日本人の意識構造
コーチング・バイブル
人の潜在力を引き出す協働的コミュニケーション
インターネット上に「部落差別」はあふれているのか
「部落差別解消推進法」を検証する
おひとりさまの大往生ガイドＢＯＯＫ
「許せない」がやめられない
ＳＮＳで蔓延する「＃怒りの快楽」依存症
マトリ 厚労省麻薬取締官
災害から命を守る「逃げ地図」づくり
新しい就活

ドミニク チェン

新潮社

2020年1月 007.3/ﾁ

深澤 諭史

第一法規

2020年2月 007.3/ﾌ

小川 進
森 陽子
リブロワークス
リブロワークス
スラヴォイ ジジェク
岡崎 武志
幡野 広志
渋沢研究会∥編
さくら 剛
松本 典久

東洋経済新報社 2020年2月

秀和システム 2020年2月

インプレス 2020年3月
技術評論社 2020年2月
日販アイ・ピー・エス

ミネルヴァ書房 2020年5月
産業編集センター 2019年12月

山と溪谷社

2020年7月

ＪＴＢパブリッシング

ＪＴＢパブリッシング

2020年8月 291.3/ﾙ/21
2020年8月 291.6/ﾙ/21
2020年8月 291.9/ﾙ/21

カンゼン
五柳書院

2020年1月 293.5/ｵ
2020年3月 302.3/ﾇ

ＪＴＢパブリッシング

小川 由紀子
沼野 恭子

2020年7月

春陽堂書店 2020年3月
2020年2月
幻冬舎

007.6/ｵ
007.6/ﾓ
007.6/ﾘ
007.6/ﾘ
139.3/ｼﾞ
159.8/ｵ
159/ﾊ
289.1/ｼ
290.9/ｻ
291/ﾏ

2020年7月 304/ｺ
テッサ モーリス＝スズキ（他） かもがわ出版 2020年7月 316.8/ﾓ
日販アイ・ピー・エス

文響社編集部
藤井 厳喜
中村 真人
梶村 太市（他）∥編著
竹内 亮
前田 朗
平野 敦士カール∥監修
荻原 博子

文響社
徳間書店
岩波書店
日本評論社
講談社
インパクト出版会

2020年7月 314.8/ﾌﾞ
2020年6月 319.5/ﾌ
2020年7月 319.8/ﾅ
2020年3月 324.6/ｶ
2020年7月 324.7/ﾀ
2020年1月 326.4/ﾏ

2020年3月 336.4/ﾆ/ｸﾛ
宝島社
ＰＨＰ研究所 2020年1月 339.4/ｵ
ＮＨＫ放送文化研究所∥編 ＮＨＫ出版
2020年2月 361.4/ｴ
ヘンリー キムジーハウス 東洋経済新報社 2020年7月 361.4/ｷ

杉島 幸生

部落問題研究所 2020年6月

361.8/ｽ

主婦の友社∥編
坂爪 真吾

主婦の友社 2020年4月 367.7/ｼ
2020年6月 368/ｻ
徳間書店

瀬戸 晴海
逃げ地図づくりプロジェクト∥編著

新潮社
ぎょうせい

佐藤 裕

河出書房新社 2020年1月 377.9/ｻ/ｷ

高橋 孝雄

マガジンハウス 2020年6月

三橋 淳
加藤 文元∥監修
結城 浩
石井 俊全
ジム ベル
日本温泉科学会∥監修
グレイム Ｄ ラクストン

八坂書房
西東社

2020年1月 368.8/ｾ
2019年11月

369.3/ﾆ

自己分析はやめる！１５万人にキャリア指導してきたプロが伝授する内定獲得メソッド

子どものチカラを信じましょう
小児科医のぼくが伝えたい子育ての悩み解決法
昆虫食文化事典 新訂普及版
イラスト＆図解 知識ゼロでも楽しく読める！数学のしくみ
複素数の広がり 数学ガールの秘密ノート
統計学大百科事典 仕事で使う公式・定理・ルール１１３
ハッブル・レガシー ハッブル宇宙望遠鏡３０年の記録
図説日本の温泉 １７０温泉のサイエンス
世界一の巨大生物
生物の進化大図鑑
パフィン！
図解よくわかる過敏性腸症候群で悩まない本

379.9/ﾀ

2020年7月 383.8/ﾐ
2020年8月 410/ｲ
ＳＢクリエイティブ 2020年7月 410/ﾕ
2020年7月 417/ｲ
翔泳社
グラフィック社 2020年7月 440/ﾍﾞ

朝倉書店

2020年3月 453.9/ｽﾞ
エクスナレッジ 2020年7月 460.2/ﾗ

マイケル Ｊ ベントン∥監修 河出書房新社 2020年6月 467.5/ｾ

中野 耕志
鳥居 明∥監修

河出書房新社 2020年7月 488.6/ﾅ
日東書院本社 2020年7月 493.46/ｽﾞ

全国認知症カフェガイドブック
認知症のイメージを変えるソーシャル・イノベーション
膣の女子力 女医が教える「人には聞けない不調」の治し方
乳がんがよくわかる本 安心して納得の治療を受けるために
いざというとき見つけておきたい名医のいる専門外来
完全保存版 ２０２０－２０２１
新電磁波・化学物質過敏症対策 克服するためのアドバイス
５日だけゆる断食！インターバルダイエット
３ｋｇ体重リセットは簡単！
産科医が教える赤ちゃんのための妊婦食
未病図鑑 病院にも薬にも頼らないカラダをつくる
歴史を変えた１０の薬
海洋プラスチックごみ問題の真実
マイクロプラスチックの実態と未来予測
海洋プラスチック 永遠のごみの行方
増田さんちの昭和レトロ家電 決定版
とっておきユニーク家電を蔵出し！
乳酸菌の疑問５０
四角い布からつくる服
１日でぬえる！簡単楽ちんワンピースおしゃれなアッパッパ
今こそ持ちたい手作りのエコバッグ デザイン満載！
英語でガイド！外国人がいちばん知りたい和食のお作法
Ｃｈｅｆ Ｒｏｐｉａ 極上のおうちイタリアン
とびきりおいしい家パスタ 食べたら疲れが吹き飛ぶよ！
からだが整う発酵おつまみ 免疫力が上がる、おいしくなる
お昼ごはんのめんレシピ！
そうざい麺 ひと皿で主食にもおかずにもなる、かんたん麺レシピ８５
理由がわかればもっとおいしい！コーヒーを楽しむ教科書
家庭料理１００のきほん
徳川ごはん なにを食べてどう生きたか
ひよこが教える爆やせ＆爆ムキ旨すぎ糖質オフレシピ
妊活スタートＢＯＯＫ 赤ちゃんが欲しいと思ったら！ ２０２０
ミツバチと暮らす ミツバチの飼い方がよ～くわかる！
私の小さなアクアリウム～手作り超ミニ水族館ボトリウム
飲食店の接客リーダー入門 ＯＲＡ認定
ＬＤＫ ｔｈｅ Ｂｅｓｔ ２０２０～２１
凄いｉＰｈｏｎｅ手帳術
ひとりでできる！はじめてのスマホ １００の困った！解決ブック
１００の困った！＆わからない！にお答えします！
一生に一度は見たい日本の国宝１００選
微笑みの美仏 円空
庶民の仏「円空仏」の魅力に迫る 完全保存版
江戸の花鳥画譜
西日本豪雨復興応援チャリティーアートブック
つながる助け合いのきもち
おかあさんライフ。
おしゃれ名刺＆ショップカードアイデアＢＯＯＫ
高品質の名刺やショップカード、スタンプカードが満載！
消しゴム版画で絵手紙作り
朝日新聞報道写真集 ２０２０
１２か月の楽しい折り紙 かわいい人形や動物たち
みずひき 基本の結びと１７レシピ
教養として学んでおきたいビートルズ
ＡＵＤＲＥＹ ＳＴＹＬＥ 飾らない生き方
志村けん「笑いの神様」の一生
“一芸入魂”バカでも、変でも、大丈夫だぁ！
十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕
春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記
小説をめぐって 井上ひさし発掘エッセイ・セレクション

コスガ 聡一

クリエイツかもがわ

駒形 依子
井本 滋

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年7月 495/ｺ

加藤 やすこ
麻生 れいみ

緑風出版
ＳＤＰ

2020年2月 498.4/ｶ
2020年1月 498.58/ｱ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

アチーブメント出版

2020年1月 498.59/ﾑ

宗田 哲男
渡辺 賢治
トーマス ヘイガー
磯辺 篤彦

2020年7月 493.75/ｺ

つちや書店 2020年3月 495.46/ｲ
医療新聞社 2020年7月 498.16/ｲ/20

ディスカヴァー・トゥエンティワン

すばる舎
化学同人

2020年7月 498/ﾜ
2020年1月 499.02/ﾍ
2020年7月 519.4/ｲ

保坂 直紀
増田 健一

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 519.4/ﾎ

日本乳酸菌学会∥編
石川 ゆみ
Ｑｕｏｉ？Ｑｕｏｉ？

成山堂書店
扶桑社
主婦の友社
ブティック社

上田 敏子
小林 諭史
Ｔｅｓｓｈｉ
真藤 舞衣子
きじま りゅうた
ワタナベ マキ
井崎 英典∥監修
おいしい健康∥編
永山 久夫
猫山 旬

山川出版社 2020年6月 545.8/ﾏ

狩野 博幸∥監修

2020年7月 593.3/ｺ/ｺｽ
2020年3月

594.7/ｲ/ｺﾞﾙ

Ｊリサーチ出版 2018年4月 596.21/ｳ
ワニブックス 2020年8月 596.23/ｺ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年4月 596.23/ﾃ
2020年5月 596.3/ｼ
立東舎
学研プラス 2020年7月 596.38/ｷ

主婦と生活社 2020年7月 596.38/ﾜ
2020年2月 596.7/ﾘ
ナツメ社
マガジンハウス 2020年1月 596/ｵ/ｵﾚ

ｍｏｒｅｓ出版
学研プラス
主婦の友社
藤原 誠太
無明舎出版
田畑 哲生
ブティック社
大阪外食産業協会∥監修 晃洋書房
晋遊舎
舘神 龍彦
枻出版社
ＮＨＫ出版

帆足 てるたか∥写真

2020年6月 588.5/ﾆ
2020年2月 593.3/ｲ/ｺｽ

宝島社
枻出版社

2019年11月

596/ﾅ

2020年2月

596/ﾈ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

2020年7月 598.3/ﾆ
2020年2月 646.9/ﾌ
2020年8月 666.9/ﾀ
2020年3月 673.9/ｲ/ｸﾛ
2020年5月 675.1/ｴ
2020年1月 694.6/ﾀ/P
2020年7月 694.6/ﾋ/P
2020年2月 709.1/ｲ
2020年2月 718.3/ﾎ

西日本豪雨復興応援アート展実行委員会

河出書房新社 2020年1月 721/ｴ
2020年7月 726.5/ﾆ
南々社

たかぎ なおこ
Ｃ＆Ｒ研究所

シーアンドアール研究所

2020年3月 727/ｼ

里文出版

2020年1月 736/ﾅ

中井 孝子
朝日新聞社∥編
木村 良寿
中村 瑠水子
里中 哲彦

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 726/ﾀ

朝日新聞出版 2020年1月 748/ｱ/20

日貿出版社
日貿出版社
マイナビ出版
クレヴィス
しむけん研究会編集部∥編 辰巳出版
羽根田 治
日下野 由季∥監修
井上 ひさし

2020年1月

754.9/ｷ/ｵﾘｶﾞﾐ

2020年2月 754.9/ﾅ/ｱｶ
2020年6月 767.8/ﾋﾞ
2020年6月 778.2/ﾍ
2020年7月 779.9/ｼ

山と溪谷社 2020年2月 786.1/ﾊ
成美堂出版 2020年2月 911.3/ｼ/ﾁﾔ
2020年7月 914.6/ｲ
岩波書店

旅ごはん
５０代からの疲れをためない小さな習慣
コンプレックス・プリズム
疫病２０２０
吠える その他の詩
その名を暴け ＃ＭｅＴｏｏに火をつけたジャーナリストたちの闘い
この世界を知るための人類と科学の４００万年史
１０１年目の孤独 希望の場所を求めて
エピデミック
あんの青春 春を待つころ お勝手のあん ２
あなたをずっと、さがしてた
彼女の色に届くまで
あの子の殺人計画
ヴァルキリー
私が愛したトマト
首里の馬
語らいサンドイッチ
カインの傲慢 刑事犬養隼人
つながりません スクリプター事件Ｆｉｌｅ
お父さんはユーチューバー
音速の刃 Ｆｉｎａｌ Ｄｅｃｉｓｉｏｎ
悪霊じいちゃん風雲録

小川 糸
岸本 葉子
最果 タヒ
門田 隆将
アレン ギンズバーグ
ジョディ カンター(他)
レナード ムロディナウ
高橋 源一郎
川端 裕人
柴田 よしき
蘇部 健一
似鳥 鶏
天祢 涼
安生 正
髙樹 のぶ子
高山 羽根子
谷 瑞恵
中山 七里
長岡 弘樹
浜口 倫太郎
未須本 有生
輪渡 颯介

2020年3月 914.6/ｵ
白泉社
佼成出版社 2020年1月 914.6/ｷ
2020年3月 914.6/ｻ
大和書房
産経新聞出版 2020年6月 916/ｶ
スイッチ・パブリッシング 2020年6月 931.7/ｷﾞ
2020年7月 936/ｶ
新潮社
河出書房新社 2020年7月 B402/ﾑ
2020年7月 B916/ﾀ
岩波書店
2020年7月 BF/ｶﾜ
集英社

高橋 源一郎
フランシス ハーディング
クラウス コルドン
クラウス コルドン
石川 宏千花
神永 学
黒田 研二∥原作
高田 由紀子
松田 朱夏
村山 由佳
矢島 綾

ＮＨＫ出版
東京創元社
岩波書店
岩波書店

角川春樹事務所 2020年6月 BF/ｼﾊﾞ/2

小学館

2020年1月 BF/ｿﾌﾞ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年2月 BF/ﾆﾀ

文藝春秋
徳間書店
潮出版社
新潮社

2020年5月 F/ｱﾏ
2020年7月 F/ｱﾝ
2020年7月 F/ﾀｶ
2020年7月 F/ﾀｶ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 F/ﾀﾆ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年5月 F/ﾅｶ
角川春樹事務所 2020年6月

双葉社
文藝春秋
早川書房

F/ﾅｶﾞ

2020年7月 F/ﾊﾏ
2020年6月 F/ﾐｽ
2020年7月 F/ﾜﾀ

〈ティーンズ〉

「読む」って、どんなこと？
影を呑んだ少女
ベルリン１９４５ はじめての春 上
ベルリン１９４５ はじめての春 下
青春ノ帝国
魂の深淵 心霊探偵八雲 １２
北部小学校を守れ！ 青鬼調査クラブ ２
スイマー
きょうだいの絆と鬼殺隊編 鬼滅の刃 ノベライズ
ありふれた祈り
風の道しるべ 鬼滅の刃 ３

2020年7月 S019/ﾀ
2020年6月 S933/ﾊ
2020年7月 S943/ｺ/1
2020年7月 S943/ｺ/2
あすなろ書房 2020年6月 SF/ｲｼ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年6月 SF/ｶﾐ/12
ＰＨＰ研究所 2020年7月 SF/ｸﾛ
2020年7月 SF/ﾀｶ
ポプラ社
2020年7月 SF/ﾏﾂ
集英社
2020年6月 SF/ﾑﾗ/9
集英社
2020年7月 SF/ﾔｼﾞ/3
集英社

〈児童〉

モヤモヤそうだんクリニック
こどもＳＤＧｓ なぜＳＤＧｓが必要なのかがわかる本
命のうた ぼくは路上で生きた十歳の戦争孤児
科学実験 学研の図鑑ＬＩＶＥ ＰＯＣＫＥＴ
むし
岸壁採集！ 漁港で出会える幼魚たち
うまれたよ！シデムシ
よみきかせいきものしゃしんえほん ３９
ガリガリ君ができるまで
現代用語の基礎知識 学習版 ２０２０－２０２１
１話５分！小学生のうちに読んでおきたい名作１０１
８・９・１０（バクテン）！
うりぼうウリタ もりのがっこう
ぼくらの『第九』殺人事件
雨ふる本屋と雨かんむりの花
ロスト・ワールド 恐竜の世界
デイビッド・マックチーバーと２９ひきの犬
にょろにょろり
ここにいる
男の子でもできること みんなの未来とねがい
やきもちやいたらやってみて！ ガストンのきぶんをととのえるえほん

池谷 裕二
バウンド
竹内 早希子

ＮＨＫ出版
カンゼン
童心社
学研プラス
学研プラス
鈴木 香里武∥著・写真 ジャムハウス
安田 守∥写真・文
岩崎書店
岩貞 るみこ

2020年6月 15/ｲ
2020年8月 33/ﾊﾞ
2020年7月 36/ﾀ
2020年7月 40/ｶ
2020年7月 48/ﾑ
2020年7月 48/ｽ
2020年6月 48/ﾔ

2020年7月 58/ｲ
講談社
現代用語検定協会∥監修 自由国民社 2020年7月 81/ｹﾞ/20
日本図書センター 2020年7月 90/ｲ
齋藤 孝∥監修
2020年4月 91/ｲ
板橋 雅弘
岩崎書店
2020年2月 91/ｵ
おくやま ゆか
偕成社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年7月 91/ｿ
宗田 理
2020年7月 91/ﾋ
日向 理恵子
童心社
コナン ドイル
学研プラス 2020年7月 93/ﾄﾞ
マーガレット ホルト
大日本図書 2020年1月 93/ﾎ
とよた かずひこ∥脚本・絵 童心社
2020年8月 C/ﾖｳｼﾞ
廣済堂あかつき 2020年7月 E/ｱ
あおき ひろえ
2020年7月 E/ｵ
西村書店
オーレリー シアン ショウ シーヌ 主婦の友社 2020年7月 E/ｼ

まなちゃんはおおかみ
つかまえた
ぼくといっしょに
みどりのほし
おむすびころりん はっけよい！
おばけでんしゃだ おとうとうさぎ！
スマホをひろったにわとりは
ちいさなかわいいおべんとうばこ
まっている。
つめかみおばけ

種村 有希子
田島 征三

偕成社
偕成社

2020年7月 E/ﾀ
2020年7月 E/ﾀ

シャルロット デマトーン

ブロンズ新社 2020年6月 E/ﾃﾞ

長谷川 義史
ひろかわ さえこ
ヨンナ ビョルンシェーナ
ニック ブランド
宮野 聡子
村上 康成
よしむら あきこ

童心社
偕成社
マイクロマガジン社

小学館
講談社
教育画劇

2020年7月 E/ﾐ
2020年7月 E/ﾑ

モーツァルト

コロムビア

2006年3月 CD819/ﾓ/1

モーツァルト

コロムビア

2006年3月 CD819/ﾓ/2

モーツァルト

コロムビア

2006年3月 CD819/ﾓ/3

モーツァルト

コロムビア

2006年3月 CD819/ﾓ/4

モーツァルト

コロムビア

2006年3月 CD819/ﾓ/5

宝島社

2020年7月 780.7/ﾅ

2020年7月 E/ﾊ
2020年7月 E/ﾋ

クレヨンハウス 2020年7月 E/ﾋﾞ
2020年7月 E/ﾌﾞ

2020年7月 E/ﾖ

〈ＡV〉

エターナル… モーツアルト ベスト５０
ＤＩＳＣ１ 交響曲＆オーケストラ曲】
エターナル… モーツアルト ベスト５０
【ＤＩＳＣ２ 協奏曲（１）】
エターナル… モーツアルト ベスト５０
【ＤＩＳＣ３ 協奏曲（２）】
エターナル… モーツアルト ベスト５０
【ＤＩＳＣ４ アンサンブル＆ピアノ独奏曲】
エターナル… モーツアルト ベスト５０
【ＤＩＳＣ５ オペラ／合唱／歌曲】
〈赤崎分館〉

運動不足でヤバい！と思った人のためのいちばんやさしい自宅トレＢＯＯＫ 中野 ジェームズ修一

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （９/２３～９/２５）

2020年9月26日作成

◇中央図書館
〈一般〉

ＡＩは人類を駆逐するのか？ 自律世界の到来
虚妄のＩＴ立国ニッポン

太田 裕朗
新型コロナ問題取材班

幻冬舎
宝島社

2020年6月 007.1/ｵ
2020年7月 007.3/ｼ

井上 香緒里
角田 光代
髙橋 洋一
仲正 昌樹
ネルソン デリス
遠藤 功
オード ゴエミンヌ
鈴木 永城

技術評論社
小学館
ＰＨＰ研究所
ＮＨＫ出版

2020年8月 007.6/ｲ
2020年8月 019.9/ｶ

コロナ騒動でわかったリモートワークもオンライン授業も第三世界諸国並みの真実

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！パソコン超入門 改訂４版
物語の海を泳いで
「ＮＨＫと新聞」は噓ばかり
現代哲学の最前線
全米記憶力チャンピオンが明かすどんなことも記憶できる技術
コロナ後に生き残る会社 食える仕事 稼げる働き方
ギリシャ神話キャラクター事典 世界一よくわかる！
お経の意味がやさしくわかる本
各宗派の「経」は、どんな教えを説いているか
逆説の日本史 ２５
日本の山城を歩く 隠れた名城
朝鮮戦争の正体 なぜ戦争協力の全貌は隠されたのか
天才渋沢栄一 明治日本を創った逆境に強い男と慶喜
コロナ時代の経済危機
世界恐慌、リーマン・ショック、歴史に学ぶ危機の乗り越え方
備えいらずの防災レシピ 「食」で実践フェーズフリー
こわい顔じゃ伝わらないわよ 尾木ママの子育てアドバイス
誰も知らない自衛隊のおしごと
地味だけれど大切。そんな任務に光あれ
スマホを捨てたい子どもたち 野生に学ぶ「未知の時代」の生き方
植物のすさまじい生存競争 巧妙な仕組みと工夫で生き残る
自閉スペクトラム症 「発達障害」最新の理解と治療革命
発達障害のウソ 専門家、製薬会社、マスコミの罪を問う
パンデミックを生き抜く 中世ペストに学ぶ新型コロナ対策
新型コロナウイルスを制圧する ウイルス学教授が説く、その「正体」
人類対新型ウイルス 私たちはこうしてコロナに勝つ
肩・首・腰・頭デスクワーカーの痛み全部とれる 医師が教える最強メソッド

精神科医が教えるストレスフリー超大全
人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をなくすためのリスト
寝るときにスマホをベッドに置いてはいけない
簡単！免疫力アップドリンク
疲れた心がラクになる食べ方大全 不安な気持ちがスッキリ消える！
免疫力を高める食材事典 最新決定版
新型コロナウイルスＣＯＶＩＤ－１９特講
情熱のアフリカ大陸 サラヤ「消毒剤普及プロジェクト」の全記録
名城の石垣図鑑
あまり布で作れる手ぬいの布こもの 新装版
お気に入りの布を使い切るアイデアがいっぱい！
もちぷるレシピ もちもち＆ぷるぷる食感を楽しむお菓子とデザート７０

ｄａｎｃｙｕ“食いしん坊”編集長の極上ひとりメシ
とうがらしの世界
チコちゃんに叱られる ３
五味太郎 みちはつづくよ……どこまでゆくの？

2020年6月 070.2/ﾀ
2020年7月 104/ﾅ

エクスナレッジ 2020年7月 141.3/ﾃﾞ
東洋経済新報社 2020年7月 159.4/ｴ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

グラフィック社 2020年7月 164.3/ｺﾞ
河出書房新社 2020年7月 183/ｽ

井沢 元彦
かみゆ歴史編集部∥編
孫崎 享
星 亮一
池上 彰 他

小学館
山川出版社
祥伝社
さくら舎
ポプラ社

飯田 和子
尾木 直樹
岡田 真理

東京法令出版 2020年8月 369.3/ｲ
新日本出版社 2020年7月 379.9/ｵ

山極 寿一
田中 修
岡田 尊司
米田 倫康
濱田 篤郎
河岡 義裕
トム クイン
遠藤 健司
樺沢 紫苑
村上 剛
那須 由紀子
廣田 孝子∥監修
岡 秀昭∥編著
田島 隆雄
小和田 哲男∥監修

柳瀬 久美子
植野 広生
松島 憲一

2020年7月 210.1/ｲ/25
2020年6月 210/ｶ
2020年7月 221/ﾏ
2020年7月 289.1/ｼ
2020年7月 333.6/ｲ

扶桑社

2020年7月 392.1/ｵ

ポプラ社

2020年6月 469/ﾔ
2020年7月 471.3/ﾀ

ＳＢクリエイティブ

幻冬舎
扶桑社

2020年7月 493.76/ｵ

文藝春秋

2020年7月 493.87/ｶ

2020年7月 493.76/ﾖ
朝日新聞出版 2020年7月 493.8/ﾊ
朝日新聞出版 2020年5月 493.87/ｸ
かんき出版 2020年7月 498.3/ｴ
ダイヤモンド社 2020年7月 498.39/ｶ

主婦の友社
枻出版社
永岡書店
学研プラス
中外医学社
幻冬舎メディアコンサルティング

2020年7月 498.4/ﾑ
2020年7月 498.58/ｶ/ﾒﾝｴｷ
2020年7月 498.58/ﾅ
2020年7月 498.58/ﾒ/ﾒﾝｴｷ
2020年7月 498.6/ｵ
2020年7月 498/ﾀ

2020年7月 521.8/ﾒ
二見書房
ブティック社 2020年8月 594/ｱ/ｺﾞﾙ
パルコエンタテインメント事業部

ポプラ社
講談社
小学館
平凡社
講談社

2020年7月 596.65/ﾔ
2020年7月 596/ｳ
2020年7月 619.9/ﾏ
2020年8月 699.6/ﾁ/3

2020年7月 726.6/ｺﾞ
ゴミ清掃員の日常 あたらしい時代で、しあわせになるゴミ出し術 ミライ編 滝沢 秀一∥原作
2020年7月 779.1/ﾀ
スポーツ医学検定公式テキスト２級・３級 スポーツを愛するすべての人に 日本スポーツ医学検定機構 東洋館出版社 2020年6月 780.1/ﾆ

改訂版
漂流者の生きかた
寂聴先生、コロナ時代の「私たちの生き方」教えてください！
欲が出ました
ジョージ・オーウェル 「人間らしさ」への讃歌
家でできること１１５

五木 寛之 他
瀬戸内 寂聴 他
ヨシタケ シンスケ
川端 康雄
博学面白俱楽部

東京書籍
光文社
新潮社
岩波書店
三笠書房

2020年7月 914.6/ｲ
2020年8月 914.6/ｾ
2020年7月 914.6/ﾖ
2020年7月 930.2/ｵ
2020年8月 B049/ﾊ

東野圭吾公式ガイド 作家生活３５周年ｖｅｒ．
地球防衛戦線 スカム襲来 １
地球防衛戦線 アゾス鉱山救出作戦 ２
吸血鬼と呪いの森
ビブリア古書堂の事件手帖 扉子と空白の時 ２
風を結う
陽眠る（ひねむる）
アウア・エイジ
昨日壊れはじめた世界で
どうぞ愛をお叫びください
いちねんかん しゃばけ １９
漫画「獺祭」の挑戦 山奥から世界へ

東野圭吾作家生活３５周年実行委員会∥編

講談社

ダニエル アレンソン
ダニエル アレンソン
赤川 次郎
三上 延
あさの あつこ
上田 秀人
岡本 学
香月 夕花
武田 綾乃
畠中 恵
弘兼 憲史

ダニエル アレンソン

サンマーク出版 2020年7月

F/ｳｴ
F/ｵｶ
F/ｶﾂ
F/ﾀｹ
F/ﾊﾀ
Y588/ﾋ

有沢
有沢
氏田
月森
吉田

講談社
講談社
ＰＨＰ研究所
スターツ出版
講談社

2020年7月
2020年7月
2020年8月
2020年6月
2020年7月

SF/ｱﾘ/1
SF/ｱﾘ/2
SF/ｳｼﾞ
SF/ﾂｷ
SF/ﾖｼ/3

講談社
偕成社

2020年6月 45/ｵ
2020年7月 46/ﾂ

早川書房
集英社

2020年7月 B910/ﾋ
2020年3月 B933/ｱ/1
2020年6月 B933/ｱ/2
2020年7月 BF/ｱｶ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年7月 BF/ﾐｶ/2

実業之日本社 2020年7月 F/ｱｻ/2
角川春樹事務所 2020年7月

講談社
新潮社
新潮社
新潮社

2020年7月
2020年5月
2020年6月
2020年7月

〈ティーンズ〉

お庭番デイズ 逢沢学園女子寮日記 上
お庭番デイズ 逢沢学園女子寮日記 下
５４字の百物語 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説
この星を見上げたら、僕はキミの幸せを願う。
ばかみたいって言われてもいいよ ３

佳映
佳映
雄介∥編著
みるく
桃子

〈児童〉

大むかしの生きもの
つれてこられただけなのに
外来生物の言い分をきく 生き物たちの心のさけび！
世界の植物大図鑑
水族館のサバイバル 生き残り作戦 １
環境破壊モンスターから地球を救おう！
ひろった・あつめた ぼくのマツボックリ図鑑
レストランのおばけずかん ふらふらフラッペ
キミと、いつか。 とっておきの“告白” 〔１４〕
ラストで君は「まさか！」と言う 消えない噂
インカ帝国天空の都 マジック・ツリーハウス ４８
ぞぞぞぞでんしゃ
おおきなかぶとちいさなかぶ
恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい マイアサウラをたすけるまき
おおきいちいさい
ねぐせのしくみ

群馬県立自然史博物館∥監修

小宮 輝之∥監修
サラ ホゼ
ゴムドリｃｏ．
マリー Ｇ ローデ
盛口 満
斉藤 洋
宮下 恵茉

河出書房新社 2020年7月 47/ﾎ
朝日新聞出版 2020年7月 48/ｺﾞ/1
河出書房新社 2020年7月 51/ﾛ
2020年7月 65/ﾓ
岩崎書店

2020年7月 91/ｻ/ｺﾜｲ
講談社
2020年7月 91/ﾐ/14
集英社
ＰＨＰ研究所 2020年7月 91/ﾗ
メアリー ポープ オズボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年7月 93/ｵ/48
ひさかたチャイルド 2020年6月 E/ｶ
薫 くみこ
2020年7月 E/ｷ
きしら まゆこ
教育画劇
2020年7月 E/ｸ
黒川 みつひろ
小峰書店
2020年7月 E/ﾌﾞ
ディック ブルーナ
講談社
ブロンズ新社 2020年7月 E/ﾖ
ヨシタケ シンスケ

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

