
あたらしく購入した本　 （１/５～１/８） 2021年1月9日作成

◇中央図書館

〈一般〉

Ｏｕｔｌｏｏｋ  最強の仕事術 仕事が速い人は「５秒」で決める！ 石川  和男 ＳＢクリエイティブ 2020年10月 007.6/ｲ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

失われた報道の自由 マーク  Ｒ．レヴィン 日経ＢＰ 2020年10月 070.1/ﾚ

にほんの結界ふしぎ巡り 桜井  識子 宝島社 2020年11月 147/ｻ

ペルソナ 脳に潜む闇 中野  信子 講談社 2020年10月 289.1/ﾅ

エクソダス アメリカ国境の狂気と祈り 村山  祐介 新潮社 2020年10月 334.4/ﾑ

ルポ  新大久保 移民最前線都市を歩く 室橋  裕和 辰巳出版 2020年9月 361.7/ﾑ

買い物難民対策で田舎を残す 村上  稔 岩波書店 2020年10月 365/ﾑ

介護施設は「人」で選べ 親を安心して預けられる施設とは？ たくき  よしみつ 講談社 2020年10月 369.2/ﾀ

マララが見た世界 わたしが出会った難民の少女たち マララ  ユスフザイ 潮出版社 2020年10月 369.3/ﾕ

ユーキャンのあそびなんでも大百科 第２版 ユーキャン学び出版スマイル保育研究会∥編 ユーキャン学び出版 2020年10月 376.1/ﾕ

“うつ”“ひきこもり”の遠因になる発達障害の“二次障害”を理解する本 宮尾  益知∥監修 河出書房新社 2020年10月 378/ｳ

  親子で理解する発達障害の本

発達障害  最初の一歩 松永  正訓 中央公論新社 2020年10月 378/ﾏ

  お友だちとのかかわり方、言葉の引き出し方、「療育」の受け方、接し方

美食のサピエンス史 ジョン  アレン 羊土社 2020年10月 383.8/ｱ

江戸のスポーツ歴史事典 谷釜  尋徳 柏書房 2020年11月 384.8/ﾀ
日本に現れたオーロラの謎 時空を超えて読み解く「赤気」の記録 片岡  龍峰 化学同人 2020年10月 451.7/ｶ

中村桂子コレクション いのち愛づる生命誌 ３ 中村  桂子 藤原書店 2020年10月 460.8/ﾅ/3

アフリカで誕生した人類が日本人になるまで 新装版 溝口  優司 ＳＢクリエイティブ 2020年10月 469.2/ﾐ

最新  ＥＳ細胞  ｉＰＳ細胞 ニュートンプレス 2020年11月 491.11/ｻ

  再生医療、創薬、病気の解明……、新たな可能性にせまる

チーズのひと皿 味わい楽しむ１２３レシピ Ｓｃａｌｅｓ 立東舎 2020年10月 596.3/ｽ

多肉植物の水栽培 土を使わずに水だけで育てる多肉植物 米原  政一 日本文芸社 2020年10月 627.7/ﾖ

コンビニの闇 木村  義和 ワニブックス 2020年10月 673.8/ｷ

偏愛ムラタ美術館 展開篇 村田  喜代子 徳間書店 2020年10月 720.4/ﾑ

今日の人生 ２ 益田  ミリ ミシマ社 2020年10月 726/ﾏ/2

麒麟がくる 完結編 ＮＨＫ出版 2020年12月 778.8/ｷ

藤田浩子の手・顔・からだでおはなし ５ 藤田  浩子∥編著 一声社 2020年10月 798/ﾌ 

三島由紀夫 悲劇への欲動 佐藤  秀明 岩波書店 2020年10月 910.2/ﾐ

ゴミと呼ばれて 刑務所の中の落ちこぼれ 中林  和男 風詠社 2020年1月 916/ﾅ

  駐車違反は罰金ですが、注射違反は地獄行き！！

ミラクル・クリーク アンジー  キム 早川書房 2020年11月 933.7/ｷ

ゴハンですよ 東海林  さだお 大和書房 2020年10月 B596/ｼ

「ななつ星」九州をゆく 日本初のクルーズトレイン７年の軌跡 一志  治夫 小学館 2020年10月 B686/ｲ

適切な世界の適切ならざる私 文月  悠光 筑摩書房 2020年11月 B911/ﾌ

地球防衛戦線 スカム皇帝殺戮指令 ３ ダニエル  アレンソン 早川書房 2020年10月 B933/ｱ/3

その裁きは死 アンソニー ホロヴィッツ 東京創元社 2020年9月 B933/ﾎ

賢者ナータン レッシング 光文社 2020年11月 B942/ﾚ

緑の髪のパオリーノ ジャンニ  ロダーリ 講談社 2020年11月 B973/ﾛ

金の美醜 日雇い浪人生活録 １０ 上田  秀人 角川春樹事務所 2020年11月 BF/ｳｴ/10

ミッドナイトスワン 内田  英治 文藝春秋 2020年7月 BF/ｳﾁ

新・浪人若さま新見左近 恨みの剣 ６ 佐々木  裕一 双葉社 2020年11月 BF/ｻｻ/6

大コメ騒動 ノベライズ 戸屋  まい 小学館 2020年11月 BF/ﾄﾔ

座敷童子の代理人 ８ 仁科  裕貴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年10月 BF/ﾆｼ/8

院内刑事  ザ・パンデミック 濱  嘉之 講談社 2020年11月 BF/ﾊﾏ/4

殿さま忍者 風魔大決戦！ 〔２〕 聖  龍人 コスミック出版 2020年11月 BF/ﾋｼﾞ/2

４６１個のおべんとう 丸山  智 朝日新聞出版 2020年10月 BF/ﾏﾙ

不機嫌な婚活 安本  由佳　他 講談社 2020年10月 BF/ﾔｽ

みがわり 青山  七恵 幻冬舎 2020年10月 F/ｱｵ

Ａｎｏｔｈｅｒ  ２００１ 綾辻  行人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年9月 F/ｱﾔ

星に帰れよ 新  胡桃 河出書房新社 2020年11月 F/ｱﾗ

冬の狩人 大沢  在昌 幻冬舎 2020年11月 F/ｵｵ

スキマワラシ 恩田  陸 集英社 2020年8月 F/ｵﾝ

この気持ちもいつか忘れる 住野  よる 新潮社 2020年10月 F/ｽﾐ

●新着資料リスト●



夜明けのすべて 瀬尾  まいこ 水鈴社 2020年10月 F/ｾｵ

階段にパレット 東  直子 ポプラ社 2020年11月 F/ﾋｶﾞ

水と礫（れき） 藤原  無雨 河出書房新社 2020年11月 F/ﾌｼﾞ

われもまた天に 古井  由吉 新潮社 2020年9月 F/ﾌﾙ

肉体のジェンダーを笑うな 山崎  ナオコーラ 集英社 2020年11月 F/ﾔﾏ

攫い鬼 怪談飯屋古狸 輪渡  颯介 講談社 2020年11月 F/ﾜﾀ

〈ティーンズ〉

たとえ、僕が永遠に君を忘れても 加賀美  真也 スターツ出版 2020年10月 SBF/ｶｶﾞ

君と漕ぐ ながとろ高校カヌー部 武田  綾乃 新潮社 2019年2月 SBF/ﾀｹ/1

君と漕ぐ ２ ながとろ高校カヌー部と強敵たち 武田  綾乃 新潮社 2019年9月 SBF/ﾀｹ/2

君と漕ぐ ３ ながとろ高校カヌー部と孤高の女王 武田  綾乃 新潮社 2020年9月 SBF/ﾀｹ/3

映画１０万分の１ 時海  結以 小学館 2020年11月 SF/ﾄｷ

咲む（えむ） 笑顔を咲かせる物語が今始まる！ 広鰭  恵利子 汐文社 2020年10月 SF/ﾋﾛ

〈児童〉

プログラマーになろう！ キキ  プロッツマン 化学同人 2020年11月 00/ﾌﾟ

  遊んで、ためして、よくわかる 楽しく身につくプログラミングのきほん

渋沢栄一 明治時代に日本経済の基礎をつくった男 渋沢史料館∥監修 集英社 2020年11月 28/ｼ

カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ∥原作 双葉社 2020年12月 28/ﾅ

地球村の子どもたち 生命 途上国から見たＳＤＧｓ ２ 石井  光太 年写真新聞社 2020年10月 33/ｲ/2

教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん ライオン １ 木坂  涼 偕成社 2020年11月 48/ｷ/1

教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん カンガルー ２ 木坂  涼 偕成社 2020年11月 48/ｷ/2

世界一キモイいきもの図鑑 アンディ  シード ＮＨＫ出版 2020年10月 48/ｼ

ヤバかわ！ユルすご！！まるごとサメ事典 菅原  嘉子 ポプラ社 2020年11月 48/ｽ

教えて！感染症 感染症ってなんだろう？ 土井  洋平∥監修 小峰書店 2020年10月 49/ｵ/1

  「かぜ」から「新型コロナ」まで １

マンガでよくわかるバドミントン 強いショットが打てるようになる！ 城戸  友行∥監修 大泉書店 2020年11月 78/ﾏ

ドラねこまじんのボタン ミッチの道ばたコレクション 如月  かずさ 偕成社 2020年11月 91/ｷ

へんくつさんのお茶会 おいしい山のパン屋さんの物語 楠  章子 学研プラス 2020年11月 91/ｸ

チョコルとチョコレートの魔女 ｃａｆｅエルドラド こばやし  ゆかこ 岩崎書店 2020年11月 91/ｺ

四つ子ぐらし 嵐の日は大さわぎ！ ７ ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 91/ﾋ/7

妖怪の子預かります ７ 廣嶋  玲子 東京創元社 2020年10月 91/ﾋ/7

しかくいので 新井  洋行 講談社 2020年11月 E/ｱ

氷上カーニバル あべ  弘士 のら書店 2020年11月 E/ｱ

かわいい！どうぶつパーク いしかわ  こうじ 童心社 2020年11月 E/ｲ

すずめのうんどうぼうしつくります 黒井  健 金の星社 2020年11月 E/ｸ

ネコノテパンヤ 黒井  健 ひさかたチャイルド 2020年9月 E/ｸ

なにかがいる 佐藤  雅彦　他 福音館書店 2020年11月 E/ｻ

くるまはこびます 鈴木  周作 福音館書店 2020年11月 E/ｽ

このかみなあに？ トイレットペーパーのはなし 谷内  つねお 福音館書店 2020年11月 E/ﾀ

ニマとおにばば ピエール チェン  ジャンホン 徳間書店 2020年11月 E/ﾁ

パックンバーガーくん 西村  敏雄 講談社 2020年10月 E/ﾆ

オレ、ねたくないからねない マイク  ボルト マイクロマガジン社 2020年11月 E/ﾎﾞ

  オレ、カエルやめるや

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



あたらしく購入した本　 （１/９～１/１５） 2021年1月16日作成

◇中央図書館

〈一般〉

日本の小さな本屋さん 続 エクスナレッジ 2020年10月 024.1/ﾆ/2

はじめて出会う心理学 長谷川  寿一(他) 有斐閣 2020年10月 140/ﾊ

あなたの中の動物たち　ようこそ比較認知科学の世界へ 渡辺  茂 教育評論社 2020年10月 141.5/ﾜ

旅が教えてくれた人生と仕事に役立つ１００の気づき 小林  希 産業編集センター 2020年10月 290.9/ｺ

南紀 伊勢・志摩 ’２１　まっぷるマガジン 昭文社 2020年12月 291.6/ﾅ/21

岡山・倉敷 蒜山高原 ’２１　まっぷるマガジン 昭文社 2020年12月 291.7/ｵ/21

相続は遺言書で９割決まる！ 福田  亮 Ｃｌｏｖｅｒ出版 2020年10月 324.7/ﾌ

　日本一わかりやすい、家族が揉めないための終活の本
ルポ  入管 絶望の外国人収容施設 平野  雄吾 筑摩書房 2020年10月 329.9/ﾋ

おうち仕事術　テレワークを最適化する５０のテクニック 戸田  覚 翔泳社 2020年10月 336.4/ﾄ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

業務改善の問題地図 沢渡  あまね（他） 技術評論社 2020年11月 336/ｻ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

　「で、どこから変える？」進まない、続かない、だれトク改善ごっこ

「グチ活」会議 社員のホンネをお金に変える技術 仁科  雅朋 日経ＢＰマーケティング 2020年10月 336/ﾆ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

妻に言えない夫の本音 仕事と子育てをめぐる葛藤の正体 朝日新聞「父親のモヤモヤ」取材班 朝日新聞出版 2020年10月 367.3/ｱ

娘のトリセツ 黒川  伊保子 小学館 2020年10月 367.3/ｸ

家族のトリセツ 黒川  伊保子 ＮＨＫ出版 2020年10月 367.3/ｸ
世界のひきこもり 地下茎コスモポリタニズムの出現 ぼそっと池井多 寿郎社 2020年10月 367.6/ﾎﾞ

寿町のひとびと 山田  清機 朝日新聞出版 2020年10月 368.2/ﾔ

半グレと芸能人 大島  佑介 文藝春秋 2020年10月 368.5/ｵ

元気モリモリ森麻美の運動あそび 森  麻美 鈴木出版 2020年10月 376.1/ﾓ

　楽しむことからはじめよう！ ２～５歳児

ＤＶＤでよくわかる基本の手話　すぐに使える会話と表現 野口  岳史∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2020年10月 378.2/ﾃﾞ

思考力・読解力・伝える力が伸びるハーバードで学んだ最高の読み聞かせ 加藤  映子 かんき出版 2020年11月 379.9/ｶ

日本人が知らない驚き価値観 もぐら 竹書房 2020年10月 382/ﾓ

成人式とは何か 田中  治彦 岩波書店 2020年11月 385.3/ﾀ

ここまでできる自衛隊 稲葉  義泰 秀和システム 2020年10月 392.1/ｲ

　国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている

里山に暮らすアナグマたち フィールドワーカーと野生動物 金子  弥生 東京大学出版会 2020年11月 489.5/ｶ

免疫力を食べる！ ウイルスに勝つ７つの新生活習慣 済陽  高穂 工パブリック 2020年10月 498.58/ﾜ/ﾒﾝｴｷ

ウイルスとは何か　コロナを機に新しい社会を切り拓く 村上  陽一郎(他) 藤原書店 2020年11月 498.6/ﾑ

ダイヤモンド・プリンセス号に隔離された３０日間の記録　新型コロナ感染 矢口  椛子 合同出版 2020年10月 498.6/ﾔ

木のストロー 西口  彩乃 扶桑社 2020年10月 583/ﾆ

これ一冊ではじめる！庭づくりのためのＤＩＹ 山田  芳照 ナツメ社 2020年11月 592.7/ﾔ

毎日着られる着物リメイク　美パターン＆まっすぐ縫いがうれしい 志水  美香 日本文芸社 2020年11月 593.3/ｼ/ｺｽ

決定版・手作り布マスク 主婦の友社 2020年11月 594/ｹ/ｺﾞﾙ

　超初心者でも作れる親切解説 おしゃれでつけ心地がよい

使えておしゃれなエコバッグとショッピングバッグ 主婦と生活社 2020年10月 594.7/ﾂ/ｺﾞﾙ

お気に入りのものでできる手作りエコバッグ 寺西  恵里子 日東書院本社 2020年10月 594.7/ﾃ/ｺﾞﾙ

　ＥＮＧＬＩＳＨ  ＆  ＪＡＰＡＮＥＳＥ

「犬」たちが伝えてくれる本当の気持ち 関根  友希子 ロングセラーズ 2020年11月 645.6/ｾ

ワークマン式「しない経営」 土屋  哲雄 ダイヤモンド社 2020年10月 673.7/ﾂ/ｹｲｴｲ

　４０００億円の空白市場を切り拓いた秘密

花おりがみの飾りもの たかはし  なな 誠文堂新光社 2020年10月 754.9/ﾀ/ｵﾘｶﾞﾐ

　リース、スワッグ、ガーランド、花束、壁飾りなど、大人かわいい作品がいっぱい！

ビリー・ホリデイとカフェ・ソサエティの人びと 生野  象子 青土社 2020年10月 767.8/ﾎ

　「奇妙な果実」の時代をたずねて

トリックといかさま図鑑　奇術・心霊・超能力・錯誤の歴史 マシュー  Ｌ  トンプキンス 日経ＢＰマーケティング 2020年10月 779.3/ﾄ

日本語の奥深さを日々痛感しています 朝日新聞校閲センター さくら舎 2020年10月 810.4/ｱ

英単語使い分け図鑑 微妙な違いがスーッとわかる 田畑  あや子 ナツメ社 2020年11月 834/ﾀ

花に風　林芙美子の生涯 宮田  俊行 海鳥社 2020年10月 910.2/ﾊ

あしなが蜂と暮らした夏 甲斐  信枝 中央公論新社 2020年10月 914.6/ｶ

いつもの明日 熊谷  達也 河北新報出版センター 2020年10月 914.6/ｸ

藤原定家『明月記』の世界 村井  康彦 岩波書店 2020年10月 915.4/ﾌ

ベレンとルーシエン Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 評論社 2020年10月 933.7/ﾄ

口ぐせの心理学 牧村  和幸 河出書房新社 2020年11月 B140/ﾏ

ＩＴ全史　情報技術の２５０年を読む 中野  明 祥伝社 2020年11月 B547/ﾅ

吹上奇譚 第３話 吉本  ばなな 幻冬舎 2020年10月 F/ﾖｼ/3

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

オール★アメリカン★ボーイズ ジェイソン  レノルズ（他） 偕成社 2020年12月 S933/ﾚ

５分後に恋の魔法が解けるまで　一番星見つけた 眞波  蒼 学研プラス 2020年10月 SF/ﾏﾅ
５分後に恋の魔法が解けるまで　二度目の初恋 眞波  蒼 学研プラス 2020年10月 SF/ﾏﾅ

〈児童〉

警察署図鑑 梅澤  真一∥監修 金の星社 2020年10月 31/ｹ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

子どもを守る言葉『同意』って何？ レイチェル  ブライアン 集英社 2020年10月 36/ﾌﾞ
　バウンダリー（境界線）人への思いやりと尊重、そしてＹＥＳ、ＮＯは自分が決める！ってことを考えよう！

キッチン、ダイニング　世界の家  世界のくらし ＳＤＧｓにつながる国際理解１ ＥＲＩＫＯ 汐文社 2020年10月 38/ｴ

サンゴ礁の海 生きるための知恵くらべ 大方  洋二 岩崎書店 2020年10月 48/ｵ

ぼくたち、わるもの？ きらわれ動物図鑑 ソフィー  コリガン サンマーク出版 2020年12月 48/ｺ

すごいな、お母さん！どうぶつのおっぱいずかん 高岡  昌江 学研プラス 2020年11月 48/ﾀ

食品ロスとＳＤＧｓ　今日からなくそう！食品ロスわたしたちにできること ３ 上村  協子∥監修 汐文社 2020年10月 58/ｷ/3

納豆の本 調べる学習百科 宮崎  祥子∥編 岩崎書店 2020年10月 61/ﾐ

おとうとのたからもの 小手鞠  るい 岩崎書店 2020年10月 91/ｺ

コヨーテのはなし アメリカ先住民のむかしばなし リー  ペック 徳間書店 2020年10月 93/ﾍﾟ

エルビス、こっちにおいで ロドリゴ  モルレシン さ・え・ら書房 2020年10月 96/ﾓ

ていていこぼし 日本民話 石川  えりこ 鈴木出版 2020年12月 E/ｲ

ルラルさんのつりざお いとう  ひろし ポプラ社 2020年12月 E/ｲ

もどっておいで 鈴木  永子 リーブル 2020年10月 E/ｽ

なにしてるの？ 鈴木  まもる ポプラ社 2020年11月 E/ｽ

ふみきりかんかんくん  きょうはなんのひ？ 武田  美穂 講談社 2020年10月 E/ﾀ

とびだすまなべるのりもの シャルリヌ  ピカール パイインターナショナル 2020年11月 E/ﾋﾟ

はじまりは、まっしろな紙 ジュリー  モースタッド フレーベル館 2020年11月 E/ﾓ

　日系アメリカ人絵本作家ギョウ・フジカワがえがいた願い

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



あたらしく購入した本　 （１/１６～１/２２） 2021年1月23日作成

◇中央図書館

〈一般〉

デジタル化する新興国 先進国を超えるか、監視社会の到来か 伊藤  亜聖 中央公論新社 2020年10月 007.3/ｲ

図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井  潤 青弓社 2020年10月 013/ﾖ

プロ司書の検索術 「本当に欲しかった情報」の見つけ方 入矢  玲子 日外アソシエーツ 2020年10月 015.2/ｲ

学び合い育ち合う学校図書館づくり 新しい時代の学びのリノベーション 稲井  達也 学事出版 2020年11月 017/ｲ

そのまま豆本 はじめての手製本編 赤井  都 河出書房新社 2020年10月 022.8/ｱ

１枚で動け どんなときも結果が出せる人のシンプルな習慣 伊藤  達馬 すばる舎 2020年10月 159.4/ｲ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

考古学ガイドブック ビジュアル版 小野  昭 新泉社 2020年11月 202.5/ｵ

平安朝の事件簿 王朝びとの殺人・強盗・汚職 繁田  信一 文藝春秋 2020年10月 210.3/ｼ

古代メソポタミア全史 小林  登志子 中央公論新社 2020年10月 227.3/ｺ

  シュメル、バビロニアからサーサーン朝ペルシアまで

るるぶ熱海  箱根 湯河原小田原 〔２０２０〕 ＪＴＢパブリッシング 2020年12月 291.3/ﾙ/20

政治家の覚悟 菅  義偉 文藝春秋 2020年10月 310.4/ｽ

安倍政権は「倒れた」が「倒した」のではない 野党共闘の可能性を探る 松竹  伸幸 かもがわ出版 2020年10月 312.1/ﾏ

僕の大統領は黒人だった バラク・オバマとアメリカの８年 上 タナハシ  コーツ 慶應義塾大学出版会 2020年11月 312.5/ｺ

僕の大統領は黒人だった バラク・オバマとアメリカの８年 下 タナハシ  コーツ 慶應義塾大学出版会 2020年11月 312.6/ｺ

アメリカ大統領選 久保  文明　他 岩波書店 2020年10月 314.8/ｸ

ロッキード疑獄 角栄ヲ葬リ巨悪ヲ逃ス 春名  幹男 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年10月 326.2/ﾊ
ＳＤＧｓの正体 メディア報道ではわからない真の目的とは 村井  哲之 ＰＨＰ研究所 2020年11月 331/ﾑ

下肢静脈瘤は「足の甲テーピング」で９割よくなる！ 佐藤  達朗 河出書房新社 2020年10月 494.28/ｻ

  足のむくみ・こむら返りは“抜け道血管”が原因だった

カラダに良いこと悪いこと 最新医学でわかった新健康常識 久保  明∥監修 永岡書店 2020年10月 498.3/ｶ/ｹﾝｺｳﾎｳ

自律神経を整える１分おまじない ほっとする、ラクになる、元気になる 里見  英子∥監修 主婦の友社 2020年11月 498.3/ｼﾞ

５０歳からはじめる動ける身体づくり　いつでもどこでも・かんたんワーク 深代  千之 海竜社 2020年10月 498.3/ﾌ/ﾁｮｳｼﾞｭ

トップクリエイターが実践！ 元井  康夫 徳間書店 2020年10月 498.39/ﾓ

  ３分間自分の写真をみるだけで「瞑想状態」に入れる方法

レスキューナースが教える新型コロナ×防災マニュアル 辻  直美 扶桑社 2020年11月 498.6/ﾂ

  コロナ禍で災害が起きても生き抜く！

新型コロナのエアロゾル感染 上巻 長崎大学バイオハザード予防研究会 緑風出版 2020年6月 498.6/ﾅ

新型コロナのエアロゾル感染 下巻 長崎大学バイオハザード予防研究会 緑風出版 2020年11月 498.6/ﾅ

マンガでわかる  後悔しない！わが家での看取り 千場  純∥監修 主婦の友社 2020年11月 498/ﾏ

  自宅看取りの時代に備えるリアルな実例と現場の情報

１０分で完成！たっきーママの朝ラク！スープジャー弁当 奥田  和美 扶桑社 2020年11月 596.4/ｵ

ポリ袋でつくるたかこさんのあたらしい焼き菓子 稲田  多佳子 誠文堂新光社 2020年11月 596.65/ｲ

  材料を混ぜて焼くだけのかんたん・おなか満足レシピ

手塚治虫のマンガの教科書 マンガの描き方とその技法 手塚  治虫 興陽館 2020年11月 726.1/ﾃ

音楽の肖像 堀内  誠一　他 小学館 2020年11月 762.8/ﾎ

ざんねんな筋トレ図鑑 いくらやっても意味がない 小島  央 マキノ出版 2020年12月 780.7/ｺ

ソロ登山の知恵 実践者たちの思考と技術 山と溪谷編集部∥編 山と溪谷社 2020年12月 786.1/ﾔ

声が通らない！ 新保  信長 文藝春秋 2020年11月 809.2/ｼ

ニューエクスプレス＋イギリス英語 複合媒体資料 古家  聡 白水社 2020年11月 830/ﾌ

絵でおぼえる英会話 基礎編 エリー  オー 文響社 2020年11月 837.8/ｵ

おばんでございます 桜木  紫乃 北海道新聞社 2020年11月 914.6/ｻ

世間とズレちゃうのはしょうがない 養老  孟司　他 ＰＨＰ研究所 2020年10月 914.6/ﾖ

元女子高生、パパになる 杉山  文野 文藝春秋 2020年11月 916/ｽ

眠れる美女たち 上 スティーヴン  キング 文藝春秋 2020年10月 933.7/ｷ

眠れる美女たち 下 スティーヴン  キング 文藝春秋 2020年10月 933.7/ｷ

きみと息をするたびに ニコラス  スパークス アチーブメント出版 2020年11月 933.7/ｽ

きらめく共和国 アンドレス  バルバ 東京創元社 2020年11月 963/ﾊﾞ

ばけもの好む中将 因果はめぐる １０ 瀬川  貴次 集英社 2020年11月 BF/ｾｶﾞ/10

ひとり旅日和 縁結び！ 〔２〕 秋川  滝美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 F/ｱｷ/2

家族じまい 桜木  紫乃 集英社 2020年6月 F/ｻｸ

現代用語の基礎知識 ２０２１ 自由国民社 2021年1月 R813/ｹﾞ/21

山口県教育関係法令要覧 令和２年度版 山口県教育庁教育政策課∥監修 ぎょうせい 2020年10月 Y373/ﾔ/20

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

雪山のエンジェル ローレン セントジョン 評論社 2020年10月 S933/ｾ

陰陽屋と琥珀の瞳 よろず占い処 １３ 天野  頌子 ポプラ社 2020年11月 SBF/ｱﾏ/13

えんま様のもっと！忙しい４９日間 霜月  りつ 小学館 2020年11月 SBF/ｼﾓ
ウィズ・ユー 濱野  京子 くもん出版 2020年11月 SF/ﾊﾏ

〈児童〉

３分後にゾッとする話  海外の怖い話 理論社 2020年11月 14/ｻ/ｺﾜｲ

学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方 小幡  和輝 小学館 2020年11月 33/ｵ

  ＡＩ時代にサバイバルするこども起業力！

和紙ってなに？ 和紙のきほん ３ 「和紙ってなに？」編集室 理論社 2020年11月 58/ﾜ/3

和紙ってなに？ くらしのなかの和紙 ４ 「和紙ってなに？」編集室 理論社 2020年11月 58/ﾜ/4

電車のヒミツ 天夢人 2020年11月 68/ﾃﾞ

  みんな大好き電車の世界 特急・環状線・通勤電車を徹底解説！

魔女が相棒？オコジョ姫とカエル王子 柏葉  幸子 理論社 2020年11月 91/ｶ/2

めいたんていサムくんとあんごうマン はた  こうしろう 童心社 2020年12月 91/ﾅ/2

ごはんのこすな きむら  ゆういち 童話屋 2020年11月 E/ｷ

そとであそべ きむら  ゆういち 童話屋 2020年11月 E/ｷ

〈赤崎分館〉

心の不調をなくす毒消し食 小垣  佑一郎 アチーブメント出版 2020年10月 498.5/ｵ

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



あたらしく購入した本　 （１/２３～１/２９） 2021年1月30日作成

◇中央図書館

〈一般〉

電子出版学概論 アフターコロナ時代の出版と図書館 湯浅  俊彦 出版メディアパル 2020年11月 023.1/ﾕ

生まれてこないほうが良かったのか？ 生命の哲学へ！ 森岡  正博 筑摩書房 2020年10月 114.2/ﾓ

哲学探究 ルートウィッヒ  ウィトゲンシュタイン 講談社 2020年11月 134.9/ｳ

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典 ２０２１～２０２２年版 たまごクラブ∥編 ベネッセコーポレーション 2020年11月 148.3/ﾀ

他人の悩みはひとごと、自分の悩みはおおごと。 幡野  広志 幻冬舎 2020年11月 159/ﾊ

　＃なんで僕に聞くんだろう。

やさ村やさしの悩みを手放す１０８の言葉 パントビスコ 主婦の友社 2020年12月 159/ﾊﾟ

その日なぜ信長は本能寺に泊まっていたのか 史談と奇譚 中村  彰彦 中央公論新社 2020年11月 210/ﾅ
４７都道府県・名門／名家百科 森岡  浩 丸善出版 2020年10月 288.2/ﾓ

三島由紀夫と死んだ男 森田必勝の生涯 犬塚  潔 秀明大学出版会 2020年11月 289.1/ﾓ

連帯の時代 コロナ禍と格差社会からの再生 伊藤  千尋 新日本出版社 2020年11月 302.3/ｲ

地政学  見るだけノート 神野  正史∥監修 宝島社 2020年11月 312.9/ﾁ

　コロナ後の世界的ビジネス教養がゼロからわかる！

超クリエイティブ 「発想」×「実装」で現実を動かす 三浦  崇宏 文藝春秋 2020年10月 336.1/ﾐ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本 ’２１年版 成美堂出版 2020年12月 336/ｽﾞ/ﾐﾄﾞﾘ

ゼロからはじめるＬＩＮＥ  Ｐａｙ  ＰａｙＰａｙ  楽天ペイ　ｄ払い  ａｕ  ＰＡＹ リンクアップ 技術評論社 2020年11月 338/ﾘ

メルペイ  モバイルＳｕｉｃａキャッシュレス導入ガイド

障害者とともに働く 藤井  克徳（他） 岩波書店 2020年10月 366.2/ﾌ

女のお悩み動物園 ジェーン  スー 小学館 2020年11月 367.2/ｼﾞ

息子のトリセツ 黒川  伊保子 扶桑社 2020年11月 367.3/ｸ

女子少年院の少女たち 中村  すえこ さくら舎 2020年11月 368.7/ﾅ

　「普通」に生きることがわからなかった

子どもが作る弁当の日 「めんどくさい」は幸せへの近道 城戸  久枝 文藝春秋 2020年11月 374.9/ｷ

困ったときのおへやあそび 近藤  理恵 かもがわ出版 2020年10月 376.1/ｺ

女子校礼讃 辛酸  なめ子 中央公論新社 2020年11月 376.3/ｼ

冠婚葬祭マナーの新常識 ｗｉｔｈコロナ時代に対応！ 主婦の友社 2020年11月 385/ｶ

南極ダイアリー 水口  博也 講談社 2020年11月 402.9/ﾐ

なぜか宇宙はちょうどいい 松原  隆彦 誠文堂新光社 2020年11月 440.1/ﾏ

　この世界を創った奇跡のパラメータ２２

細胞とはなんだろう 「生命が宿る最小単位」のからくり 武村  政春 講談社 2020年10月 463/ﾀ

免疫の守護者  制御性Ｔ細胞とはなにか 坂口  志文（他） 講談社 2020年10月 491.8/ｻ

大人の発達障害〈ＡＳＤ・ＡＤＨＤ〉シーン別解決ブック 司馬  理英子 主婦の友社 2020年12月 493.76/ｼ

超カンタン！今どきの自作ＰＣ　〈スペック〉ＣＰＵ  Ｃｏｒｅ  ｉ５〈第９世代〉／ 工学社 2020年10月 548.2/ﾁ

ＲＡＭ１６ＧＢ／ＳＳＤ５００ＧＢ 初心者でも大丈夫！ ドライバーだけで組み立て！

知識ゼロでもわかる！お金のトリセツ 節約する・貯める・増やす 井澤  江美∥監修 永岡書店 2020年10月 591/ﾁ

大人の服選びの教科書 霜鳥  まき子 サンマーク出版 2020年11月 593.3/ｼ

かぎ針で編む四季の行事あみぐるみ 日本ヴォーグ社 2020年11月 594.3/ｶ/ﾐﾄﾞ

かんたん！かわいい！ディズニー手作りマスク 佐々木  公子 ブティック社 2020年11月 594/ｻ/ｺﾞﾙ

ソロキャンごはん ｎａｔｓｕｃａｍｐ 学研プラス 2020年11月 596.4/ﾅ

　ｎａｔｓｕｃａｍｐの「ひとりキャンプで食って飲む」レシピ

「幸福のチョコレート」を探しにどこまでも 木野内  美里 新潮社 2020年10月 596.6/ｷ

しあわせのイラストパン Ｒａｎ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年10月 596.63/ﾗ

　１００均の焼き型で、かんたん、かわいい

おいしい酒肴（おつまみ）は白飯にも合う。 栗原  心平 平凡社 2020年10月 596/ｸ/ｵﾚ

はじめての「味つけ冷凍」 包丁いらず！でひとり分 藤井  恵 文化学園文化出版局 2020年11月 596/ﾌ/ｵﾚ

ハーブと薬味のごちそうレシピ 若井  めぐみ 三空出版 2020年10月 596/ﾜ/ｵﾚ

　スープからおつまみまで簡単で美味しい健康になれるメニュー６５品

メルカリプロ技ＢＥＳＴセレクション リンクアップ 技術評論社 2020年11月 673.3/ﾘ

世界のエリートが学んでいるＭＢＡマーケティング必読書５０冊を１冊にまとめてみた 永井  孝尚 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020年11月 675/ﾅ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

鉄道マーク大図鑑 現役＆懐かしのトレインマーク 松原  一己 山と溪谷社 2020年11月 686.2/ﾏ

金箔のコウモリ エドワード  ゴーリー 河出書房新社 2020年11月 726.5/ｺﾞ

図説  英国美しい陶磁器の世界 イギリス王室の御用達 Ｃｈａ  Ｔｅａ紅茶教室 河出書房新社 2020年10月 751.3/ﾁ

●新着資料リスト●



色の楽しみ 翔泳社 2020年11月 757.3/ｲ

　衣食住の配色アイデア×基礎知識×覚えておきたい２４０色 私らしい、モノ・コトの見つけ方。

世界のスノードーム図鑑 カルロス矢吹 産業編集センター 2020年11月 759/ｶ

昭和の寄席の芸人たち　赤塚盛貴写真集 赤塚  盛貴 彩流社 2020年10月 779.1/ｱ

車中泊入門 車中泊を上手に使えば生活いきいき 武内  隆 山と溪谷社 2020年11月 786.3/ﾀ

コンピューターは人のように話せるか？ 話すこと・聞くことの科学 トレヴァー  コックス 白揚社 2020年11月 801.1/ｺ

寂聴  残された日々 瀬戸内  寂聴 朝日新聞出版 2020年11月 914.6/ｾ

本当の豊かさ ジャン  ジオノ 彩流社 2020年11月 954.7/ｼﾞ

〈ティーンズ〉

アラゲイジアの物語 ドラゴンライダー外伝 １ クリストファー  パオリーニ 静山社 2020年11月 S933/ﾊﾟ

〈児童〉

探検！いっちょかみスクール 魔法使いになるには編 宗田  理 静山社 2020年11月 91/ｿ

夜の妖精フローリー ローラ  エイミー  シュリッツ 学研プラス 2020年11月 93/ｼ

〈赤崎分館〉

ふたり、この夜と息をして 北原  一 ポプラ社 2020年10月 F/ｷﾀ

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


