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◇中央図書館

〈一般〉

学校司書のための学校図書館サービス論 学校図書館問題研究会∥編 樹村房 2021年2月 017/ｶﾞ

時代を撃つノンフィクション１００ 佐高  信 岩波書店 2021年3月 019/ｻ

カール・ロジャーズ カウンセリングの原点 諸富  祥彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 146.8/ﾛ

働くオトナ女子のためのゆるっと習慣 米山  彩香 学研プラス 2021年4月 159.6/ﾖ

  毎日のモヤモヤプチストレスがすーっと消える

歴代天皇総覧 皇位はどう継承されたか 増補版 笠原  英彦 中央公論新社 2021年3月 288.4/ｶ

コロナ危機と未来の選択 アジア太平洋資料センター∥編 コモンズ 2021年4月 304/ｱ

  パンデミック・格差・気候危機への市民社会の提言

主権者のいない国 白井  聡 講談社 2021年3月 304/ｼ

なぜ、日本人は「空気」を読んで失敗するのか？ 田原  総一朗　他 辰巳出版 2021年4月 304/ﾀ

  “大炎上”ニッポン！勇気を持って自己主張する生き方の極意

菅政権 東大話法とやってる感政治 宇佐美  典也 星海社 2021年3月 312.1/ｳ

文部科学省 揺らぐ日本の教育と学術 青木  栄一 中央公論新社 2021年3月 317.2/ｱ

警視庁科学捜査官 難事件に科学で挑んだ男の極秘ファイル 服藤  恵三 文藝春秋 2021年3月 317.7/ﾊ

中国が抱える９つの国際問題 宮家  邦彦 ビジネス教育出版社 2021年3月 319.2/ﾐ

１分で話せ ２  超実践編 伊藤  羊一 ＳＢクリエイティブ 2021年3月 336.4/ｲ/ｸﾛ

オンライン研修ハンドブック 中村  文子　他 日本能率協会マネジメントセンター 2021年3月 336.4/ﾅ/ｺﾞﾙ

  退屈な研修が「実践的な学び」に変わる学習設計

労働組合とは何か 木下  武男 岩波書店 2021年3月 366.6/ｷ

親の期待に応えなくていい 鴻上  尚史 小学館 2021年4月 367.3/ｺ

やです、だめです、いきません 親が教える子どもを守る安全教育 清永  奈穂 岩崎書店 2021年3月 368.6/ｷ

非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山  剛 三五館シンシャ 2021年5月 369.1/ﾏ

  当年６０歳、排泄も入浴もお世話させていただきます

地球温暖化を解決したい エネルギーをどう選ぶ？ 小西  雅子 岩波書店 2021年3月 451.8/ｺ

地震はなぜ起きる？ 鎌田  浩毅 岩波書店 2021年3月 453/ｶ

スピルオーバー ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか デビッド  クアメン 明石書店 2021年3月 493.8/ｸ

こわいほどよくわかる新型コロナとワクチンのひみつ 近藤  誠 ビジネス社 2021年4月 493.87/ｺ

ＡＰＤ〈聴覚情報処理障害〉がわかる本 聞きとる力の高め方 小渕  千絵∥監修 講談社 2021年3月 496.6/ｴ

健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の○と× 古畑  公　他 誠文堂新光社 2021年4月 498.55/ﾌ

イギリスとアメリカの公共空間マネジメント 公民連携の手法と事例 坂井  文 学芸出版社 2021年4月 518.8/ｻ

  整理・収納・片づけのプロがやっている、考えなくても片づく部屋のつくり方

目で見てナットク！はんだ付け作業 カラー版 野瀬  昌治 日刊工業新聞社 2021年3月 566.6/ﾉ

日本全国地魚定食紀行 うぬま  いちろう 徳間書店 2021年3月 596.3/ｳ

  ひとり密かに焼きアナゴ、キンメの煮付け、サクラエビのかき揚げ…

ズボラさんでもできる！はじめての断捨離 やました  ひでこ∥監修 宝島社 2021年4月 597.5/ｽﾞ

南小国町の奇跡 稼げる町になるために大切なこと 柳原  秀哉 ＣＣＣメディアハウス 2021年4月 601.1/ﾔ

「農地転用の手続」何をするかがわかる本 若子  昭一 セルバ出版 2021年3月 611.2/ﾜ

  あなたの土地、眠っていませんか？

長生きする鳥の育てかた 愛鳥と末永く幸せに暮らす方法、教えます 細川  博昭 誠文堂新光社 2021年3月 646.8/ﾎ

不動産取引のしくみがわかる本 最新版 平田  康人 同文舘出版 2021年4月 673.9/ﾋ

死なないように稼ぐ。 生き残るビジネスと人材 堀江  貴文 ポプラ社 2021年3月 673.9/ﾎ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

マーケティングコミュニケーションにおける創造性と戦略 村尾  俊一 中央経済社 2021年3月 674.4/ﾑ
  クリエイティビティとアカウントプランニング

扉はひらく  いくたびも 時代の証言者 竹宮  惠子 中央公論新社 2021年3月 726.1/ﾀ

武満徹逍遥 遠ざかる季節から 小沼  純一 青土社 2021年3月 762.1/ﾀ

ニッポン男性アイドル史 一九六〇－二〇一〇年代 太田  省一 青弓社 2021年3月 767.8/ｵ

家キャンプはじめました。 尚桜子 エイアンドエフ 2021年4月 786.3/ﾅ

  まずは手軽・快適・安全なアウトドア体験から！

韓国語の語源図鑑 一度見たら忘れない！ 阪堂  千津 かんき出版 2021年4月 829.1/ﾊ
Ｔｒａｎｓｉｔ（トランジット） 和合  亮一 ナナロク社 2021年3月 911.5/ﾜ/ｸﾛ

自分をまるごと愛する７つのルール 下重  暁子 小学館 2021年4月 914.6/ｼ

命とられるわけじゃない 村山  由佳 集英社 2021年3月 914.6/ﾑ

ヤマザキマリの世界逍遥録 ヤマザキ  マリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 915.6/ﾔ

●新着資料リスト●



３人で親になってみた ママとパパ、ときどきゴンちゃん 杉山  文野 毎日新聞出版 2021年4月 916/ｽ

アウトサイダー 上 スティーヴン  キング 文藝春秋 2021年3月 933.7/ｷ

アウトサイダー 下 スティーヴン  キング 文藝春秋 2021年3月 933.7/ｷ

理不尽ゲーム サーシャ  フィリペンコ 集英社 2021年3月 983/ﾌ

ウマし 伊藤  比呂美 中央公論新社 2021年3月 B596/ｲ

『鬼滅の刃』で哲学する 人生の見方が変わるヒント 小川  仁志 ＰＨＰ研究所 2021年3月 B726/ｵ

終身刑の女 レイチェル  クシュナー 小学館 2021年2月 B933/ｸ

臨床法医学者・真壁天 秘密基地の首吊り死体 高野  結史 宝島社 2021年4月 BF/ﾀｶ

恋に焦がれたブルー 宇山  佳佑 集英社 2021年3月 F/ｳﾔ

コンジュジ 木崎  みつ子 集英社 2021年1月 F/ｷｻﾞ

〈児童〉

勉強なんてしたくない君へ 佐藤  慧 東洋館出版社 2021年3月 15/ｻ

毎日がつまらない君へ 佐藤  慧 東洋館出版社 2021年3月 15/ｻ

猿橋勝子 女性科学者の先駆者 清水  洋美 汐文社 2021年3月 28/ｻ

ＳＤＧｓのきほん 目標１６  平和と公正 ポプラ社 2021年3月 33/ｲ

ＳＤＧｓのきほん 目標１７  パートナーシップ ポプラ社 2021年3月 33/ｲ

ペットボトルで育てよう 水の生き物 谷本  雄治 汐文社 2021年3月 46/ﾀ

だれのうんち？ うんちでわかる動物のひみつ 有沢  重雄∥構成 偕成社 2021年4月 48/ｱ

知ることからはじめよう感染症教室 １ 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/1

  知ってふせごう  感染症の正体

知ることからはじめよう感染症教室 ２ 人類ＶＳ感染症の歴史 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/2

知ることからはじめよう感染症教室 ３ 感染症とたたかう仕事 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/3

知ることからはじめよう感染症教室 ４ 感染症で考えるモラルと人権 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/4

知ることからはじめよう感染症教室 ５ 小林  寅喆∥監修 ポプラ社 2021年4月 49/ｼ/5

  データで見る新型コロナウイルス

すっぱいのひみつ お酢と発酵を科学する 赤野  裕文 金の星社 2021年3月 58/ｱ

一年間だけ。 ７ キミへと、想いが走りだす… 安芸  咲良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 91/ｱ/7

サイコーの通知表 工藤  純子 講談社 2021年3月 91/ｸ

ひかる石のおはなし 小手鞠  るい あかね書房 2021年3月 91/ｺ

葉っぱにのって 濱野  京子 金の星社 2021年3月 91/ﾊ

おさんぽおさんぽポンチョコリーナ 新沢  としひこ 童心社 2021年5月 C

ワーニーはみがきできるかな いとう  みき 童心社 2021年5月 C

へんしんどうぶつえん あきやま  ただし 金の星社 2021年3月 E/ｱ

オサム あべ  弘士 童話屋 2021年3月 E/ｱ

さるじぞう 斎藤  隆夫 あすなろ書房 2021年3月 E/ｻ

よるがやってくる 下田  昌克 こぐま社 2021年4月 E/ｼ

しげちゃんのはつこい 長谷川  義史 金の星社 2021年3月 E/ﾊ

ヴォドニークの水の館 チェコのむかしばなし 降矢  なな ＢＬ出版 2021年4月 E/ﾌ

ともだちいっしゅうかん 降矢  なな 偕成社 2021年4月 E/ﾌ

くまちゃんがちいさくなっちゃった ジェーン  マッセイ 光村教育図書 2021年3月 E/ﾏ

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


