●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （４/３～４/９）

2021年4月10日作成

◇中央図書館
〈一般〉

大きな字でわかりやすいパソコン入門 ウィンドウズ１０対応版
１分間思考法 素早く深く考えられる哲学思考トレーニング
働く女子の仕事力アップＴｉｐｓ大全
わたしらしく楽しく長く働くために必要なこと
般若心経手帳
市川房枝 後退を阻止して前進
青天を衝け 渋沢栄一とその時代
るるぶ こどもとあそぼ！中国四国 〔２０２１〕
８０歳、歩いて日本縦断
日本の分断 私たちの民主主義の未来について
大統領回顧録 Ⅰ 約束の地 上
大統領回顧録 Ⅰ 約束の地 下
最新個人情報保護法の基本と実務対策がよ～くわかる本
２０２０年改正に対応！基礎からわかる
非正規公務員のリアル 欺瞞の会計年度任用職員制度
死刑廃止を考える
リーダーシップを鍛える「対話学」のすゝめ
コロナ危機でみえた雇用の法律問題Ｑ＆Ａ

ＡＹＵＲＡ
小川 仁志
ＳＨＥ
平山 郁夫∥画
村井 良太

技術評論社 2021年2月 007.6/ｱ
ＰＨＰ研究所 2021年3月 104/ｵ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月

東京書籍

159.6/ｼ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

2021年2月 183.2/ﾋ

ミネルヴァ書房 2021年2月 289.1/ｲ
2021年1月 289.1/ｼ
ＮＨＫ出版
ＪＴＢパブリッシング

2021年3月 291.7/ﾙ

石川 文洋
三浦 瑠麗
バラク オバマ
バラク オバマ
打川 和男

新日本出版社 2021年2月 291/ｲ

上林
菊田
田村
水谷

日本評論社 2021年2月 318.3/ｶ
2021年2月 326.4/ｷ
岩波書店
2021年2月 336.3/ﾀ/ｱｶ
東京書籍

陽治
幸一
次朗（他）
英夫

文藝春秋
集英社
集英社

2021年2月 312.1/ﾐ

2021年2月 312.5/ｵ/1
2021年2月 312.5/ｵ/2
秀和システム 2021年2月 316.1/ｳ

日本加除出版 2021年2月 366.1/ﾐ/ﾐｽﾞ

在宅勤務 賃金 休業 罹患 ハラスメント 安全配慮義務 労災 採用 退職金 解雇 雇止め

老後レス社会
死ぬまで働かないと生活できない時代
「逃げおくれた」伴走者 分断された社会で人とつながる
震災復興１０年の総点検 「創造的復興」に向けて
１０年後の福島からあなたへ
ＦＡＣＥＳ いじめをこえて
保健室から見える親が知らない子どもたち
大人が気づかない、意外なこころの落とし穴
すぐに使える！カモさんのかわいいペープサート
ボリューム満点４０作品！全作品便利な型紙つき！
実務家教員の理論と実践
人生１００年時代の新しい「知」の教育
子どもが喜ぶことだけすればいい
なっとくする数学記号 π、ｅ、ｉから偏微分まで

朝日新聞特別取材班

祥伝社

2021年2月 367.7/ｱ

奥田 知志
五十嵐 敬喜（他）
武藤 類子

本の種出版 2021年1月 369.2/ｵ
2021年2月 369.3/ｲ
岩波書店
2021年2月 369.3/ﾑ
大月書店
ＮＨＫ「ＦＡＣＥＳ」プロジェクト ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年1月 371.4/ｴ
桑原 朱美
青春出版社 2021年2月 374.9/ｸ
カモ

佐々木 正美
黒木 哲徳
中学校３年間の数学が１冊でしっかりわかる本 苦手が得意にかわる！ 小杉 拓也
身近な「鳥」の生きざま事典
一日一種
散歩道や通勤・通学路で見られる野鳥の不思議な生態
庭や街で愛でる野鳥の本
大橋 弘一
緑内障 自分で治す最強事典
１４人の眼科の名医・専門家が失明を食い止める極意を伝授
視力を失わないために今すぐできること
深作 秀春
世界一の眼科外科医がやさしく教える
廃炉 「敗北の現場」で働く誇り
稲泉 連
東電原発事故１０年で明らかになったこと
添田 孝史
食べて旅気分！日本のおいしいお取り寄せ
このひと皿で五感がめざめる、パワースープ
坂田 阿希子
庭木の「困った！」解決ナビ 植える、育てる、切る
船越 亮二
朝日新聞報道写真集 ２０２１
朝日新聞社∥編
難読漢字の奥義書
円満字 二郎
アレの名前を言えますか？
博学こだわり倶楽部∥編
名言サプリ
西沢 泰生
言葉なんかで人生なんて変わらないと思っているあなたに
老人たちの裏社会
新郷 由起
サガンの言葉
山口 路子

新星出版社 2021年2月 376.1/ｶ
377.1/ｼﾞ

実務家教員ＣＯＥプロジェクト∥編

先端教育機構

ポプラ社
講談社
かんき出版

2021年1月 379.9/ｻ
2021年2月 410/ｸ
2021年2月 410/ｺ

ＳＢクリエイティブ 2021年2月

山と溪谷社
マキノ出版

488.2/ｲ

20201/03 488.2/ｵ
2021年3月 496.36/ﾘ

主婦の友社 2021年1月 496.41/ﾌ
新潮社
平凡社

2021年2月 543.5/ｲ

ＪＴＢパブリッシング

2021年3月 588/ﾀ

文化学園文化出版局

2021年2月 596/ｻ/ｵﾚ

2021年2月 543.5/ｿ

主婦の友社 2021年3月 627.7/ﾌ
朝日新聞出版 2021年1月 748/ｱ/21

草思社

2021年2月 811.2/ｴ

河出書房新社 2021年2月 B049/ﾊ

祥伝社

2021年2月 B159/ﾆ

宝島社
大和書房

2021年2月 B367/ｼ
2021年2月 B950/ｻ

笑う女 大江戸閻魔帳 ４
罰当り 大江戸閻魔帳 ５
花下に舞う 弥勒シリーズ
鬼人幻燈抄 明治編〔２〕
転職の魔王様
雪の朝の約束

藤井 邦夫
藤井 邦夫
あさの あつこ
中西 モトオ
額賀 澪
木澤 千

講談社
講談社
光文社
双葉社
ＰＨＰ研究所
文芸社

2020年5月 BF/ﾌｼﾞ/4

オナー ヘッド

岩崎書店

2021年1月 14/ﾍ

オナー ヘッド

岩崎書店

2021年1月 14/ﾍ

稲葉 茂勝
稲葉 茂勝
リチャード プラット

ポプラ社
ポプラ社
小学館

2021年1月 33/ｲ

ポップコーン ストーリー

朝日新聞出版 2021年2月 52/ﾎﾟ/2

赤川 次郎
赤川 次郎
石崎 洋司
いとう みく
柏葉 幸子
深沢 美潮
あきやま ただし
いもと ようこ
内田 麟太郎
内田 麟太郎
北村 裕花
みやにし たつや

汐文社
汐文社
講談社
学研プラス
小峰書店
ポプラ社
講談社
金の星社
アリス館
鈴木出版
鈴木出版
ほるぷ出版

2021年2月 BF/ﾌｼﾞ/5
2021年3月 F/ｱｻ
2021年2月 F/ﾅｶ/6
2021年2月 F/ﾇｶ
2021年4月

YF/ｷｻ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ

〈児童〉

いつもとちがうことがおきたら
キッズなやみかいけつ：子どもレジリエンス
不安でおちつかないとき
キッズなやみかいけつ：子どもレジリエンス
ＳＤＧｓのきほん 目標１２ 生産と消費 未来のための１７の目標
ＳＤＧｓのきほん 目標１３ 気候変動 未来のための１７の目標
細菌ラボ 感染症とたたかう研究所
超高層ビルのサバイバル ２
三毛猫ホームズの宝さがし 三毛猫ホームズの事件ノート
三毛猫ホームズの幽霊退治 三毛猫ホームズの事件ノート
水とトイレがなかったら？ 安全な水とトイレを世界中に
１ねん１くみの女王さま
モンスター・ホテルでおばけやしき
ミステリーハウスからの挑戦状 ＩＱ探偵ムー
はらすきー
つるの家
ひばりに
ぴぽん
なつのキリンピック
ちかてつサブちゃん

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2021年1月 33/ｲ
2021年2月 49/ﾌﾟ
2021年1月 91/ｱ
2021年1月 91/ｱ
2021年1月 91/ｲ
2021年3月 91/ｲ
2021年2月 91/ｶ
2021年1月 91/ﾌ
2021年2月 E/ｱ
2021年1月 E/ｲ
2021年2月 E/ｳ
2021年2月 E/ｳ
2021年2月 E/ｷ
2021年2月 E/ﾐ

