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◇中央図書館

〈一般〉

オードリー・タン  日本人のためのデジタル未来学 早川  友久 ビジネス社 2021年4月 007.3/ﾊ

すぐそこにあるサイバーセキュリティーの罠 勝村  幸博 日経ＢＰ 2021年4月 007.6/ｶ

  テレワーク、スマホ、メールを狙う最新トラブルとその裏側

不機嫌のトリセツ 黒川  伊保子 河出書房新社 2021年4月 159.6/ｸ

お前のために生きてないから大丈夫です カマたくの人生ざっくり相談室 カマたく ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 159/ｶ

鴻上尚史のますますほがらか人生相談  息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋 鴻上  尚史 朝日新聞出版 2021年4月 159/ｺ

渋沢栄一 よく集め、よく施された 武田  晴人 ミネルヴァ書房 2021年4月 289.1/ｼ

出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第３版 ＴＡＣ株式会社出版事業部 2021年4月 291.7/ｲ

松江・出雲  石見銀山 ’２２ 昭文社 2021年5月 291.7/ﾏ/22

新世紀のコミュニズムへ 資本主義の内からの脱出 大澤  真幸 ＮＨＫ出版 2021年4月 311/ｵ

参加したくなる会議のつくり方 公務員のためのファシリテーション入門 加留部  貴行 ぎょうせい 2021年4月 318.3/ｶ

子の利益に適う離婚協議 子どもの未来を考えた協議条項のつくり方 平田  厚 第一法規 2021年4月 324.6/ﾋ

１００案思考 「書けない」「思いつかない」「通らない」がなくなる 橋口  幸生 マガジンハウス 2021年4月 336/ﾊ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

株・投資信託・ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡがわかる  泉  美智子 朝日新聞出版 2021年3月 338.1/ｲ

  今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版

老いの福袋 あっぱれ！ころばぬ先の知恵８８ 樋口  恵子 中央公論新社 2021年4月 367.7/ﾋ

老後の年表 横手  彰太 かんき出版 2021年4月 367.7/ﾖ

  人生後半５０年でいつ、何が起きるの…？で、私はどうすればいいの？？

コロナ禍、貧困の記録 ２０２０年、この国の底が抜けた 雨宮  処凛 かもがわ出版 2021年4月 368.2/ｱ

介護しているあなたが一瞬で楽になる声かけ 介護現場での感染症対策も充実！ 大石  幸枝 自由国民社 2021年4月 369.2/ｵ

発達障害でＩＴ社長の僕 齋藤  秀一 幻冬舎メディアコンサルティング 2021年3月 369.2/ｻ

いないことにされる私たち 福島第一原発事故１０年目の「言ってはいけない真実」 青木  美希 朝日新聞出版 2021年4月 369.3/ｱ

アドボカシーってなに？ 施設訪問アドボカシーのはじめかた 栄留  里美　他 解放出版社 2021年4月 369.4/ｴ

「奨学金」上手な借り方新常識 緊急対応版 竹下  さくら 青春出版社 2021年4月 373.4/ﾀ

ＴＲＩＣＫ エスター  ウォジスキー 文藝春秋 2021年4月 379.9/ｳ
  スティーブ・ジョブズを教えＹｏｕＴｕｂｅ  ＣＥＯを育てたシリコンバレーのゴッドマザーによる世界一の教育法

トコトンやさしい天文学の本 山口  弘悦　他 日刊工業新聞社 2021年3月 440/ﾔ

日本のアンモナイト 本でみるアンモナイト博物館 大八木  和久 築地書館 2021年4月 457.8/ｵ

ベジタリアン哲学者の動物倫理入門 浅野  幸治 ナカニシヤ出版 2021年3月 480.9/ｱ

がんと癌は違います 知っているようで知らない医学の言葉５５ 山本  健人 幻冬舎 2021年3月 490.4/ﾔ

養老先生、病院へ行く 養老  孟司　他 エクスナレッジ 2021年4月 498.04/ﾖ

新型コロナウイルス  ナースたちの現場レポート 日本看護協会出版会編集部∥編 日本看護協会出版会 2021年3月 498/ﾆ

漢方嫁日記 はじめての薬膳編 ふかや  かよこ 河出書房新社 2021年4月 499.8/ﾌ

ＬＩＮＥ完全マニュアル ビジネスにも役立つ！ 第２版 桑名  由美　他 秀和システム 2021年4月 547.4/ｸ/P

一枚裁ちのゆったりきれいな手ぬい服 おうち時間を心地よく… 高橋  恵美子 ブティック社 2021年4月 593.3/ﾀ/ｺｽ

せいろ蒸し大全 基本からワザありまで。せいろを使いこなす決定版！ 岩﨑  啓子 河出書房新社 2021年4月 596/ｲ/ｵﾚ

ＮＨＫガッテン！旬ごとのマル得ワザ満載一流料理人３７人が協力！ ＮＨＫ第３制作ユニット（科学） 他∥編 主婦と生活社 2021年4月 596/ｴ/ｵﾚ

  「食材の新常識」おかず１５０

マンハッタンに陽はまた昇る ６０歳から始まる青春グラフィティ 大江  千里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 764.7/ｵ

町山智浩のシネマトーク  恋する映画 町山  智浩 スモール出版 2021年4月 778.2/ﾏ

三谷幸喜のありふれた生活 １６ 予測不能 三谷  幸喜 朝日新聞出版 2021年4月 914.6/ﾐ/16

別の人 カン  ファギル エトセトラブックス 2021年3月 929.1/ｶ

少年は世界をのみこむ トレント  ダルトン ハーパーコリンズ・ジャパン 2021年2月 933.7/ﾀﾞ

中国の歴史 ９ 海と帝国 明清時代 講談社 2021年3月 B222/ﾁ/9

中国の歴史 １０ ラストエンペラーと近代中国 清末 中華民国 講談社 2021年4月 B222/ﾁ/10

大衆食堂に行こう 東海林  さだお 大和書房 2021年4月 B596/ｼ

灰の劇場 恩田  陸 河出書房新社 2021年2月 F/ｵﾝ

初詣で 照降町四季（てりふりちょうのしき） 佐伯  泰英 文藝春秋 2021年4月 F/ｻｴ

青い砂漠のエチカ 高島  雄哉 星海社 2021年3月 F/ﾀｶ

魚服記 太宰  治 立東舎 2021年4月 F/ﾀﾞｻﾞ

きみの傷跡 藤野  恵美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 F/ﾌｼﾞ

最高のアフタヌーンティーの作り方 古内  一絵 中央公論新社 2021年4月 F/ﾌﾙ

エレジーは流れない 三浦  しをん 双葉社 2021年4月 F/ﾐｳ

●新着資料リスト●



ドキュメント 湊  かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 F/ﾐﾅ

春は馬車に乗って 横光  利一 立東舎 2021年4月 F/ﾖｺ

〈ティーンズ〉

青鬼調査クラブ 怪物たちの島を攻略せよ！ ４ 黒田  研二∥原作 ＰＨＰ研究所 2021年5月 SF/ｸﾛ/4

５分で読書 昼休みの冒険 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 SF/ｺﾞﾌ

みつばちと少年 村上  しいこ 講談社 2021年4月 SF/ﾑﾗ

〈児童〉

小学生のコツ (1) 学校のひみつ 齋藤  孝 小学館クリエイティブ 2021年4月 37/ｻ

手話でつながる世界 手話で話そう １ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店 2021年4月 37/ｼ/1

手話でつながる世界 くらべよう！世界の手話 ２ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店 2021年4月 37/ｼ/2

手話でつながる世界 手話で日本一周 ３ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店 2021年4月 37/ｼ/3

手話でつながる世界 手話で世界一周 ４ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店 2021年4月 37/ｼ/4

いろいろなとりのくちばし たべるくちばし 〔１〕 あかね書房 2021年4月 48/ｲ/1

いろいろなとりのくちばし つくるくちばし 〔２〕 あかね書房 2021年4月 48/ｲ/2

いろいろなとりのくちばし つかまえるくちばし 〔３〕 あかね書房 2021年4月 48/ｲ/3

海・川の危険生物スペシャル 今泉  忠明∥監修 朝日新聞出版 2021年4月 48/ｳ

ストップ！ＳＮＳトラブル １ 炎上、誹謗中傷はどうして起こる？ 小寺  信良 汐文社 2021年4月 54/ｺ

ひみつのおばけ一家 学校おばけをやっつけろ！ １ 石崎  洋司 岩崎書店 2021年4月 91/ｲ

はりねずみのルーチカ にじいろのたまご かんの  ゆうこ 講談社 2021年4月 91/ｶ

ねずみくんのピッピッピクニック 上野  紀子 ポプラ社 2021年4月 E/ｳ

はろるどのたからさがし クロケット  ジョンソン 出版ワークス 2021年5月 E/ｼﾞ

たべたのだーれだ？ たむら  しげる 福音館書店 2021年4月 E/ﾀ

うそ 中山  信一 主婦の友社 2021年4月 E/ﾅ

まよなかのトイレ まるやま  あやこ 福音館書店 2021年4月 E/ﾏ
あきらがあけてあげるから ヨシタケ  シンスケ ＰＨＰ研究所 2021年4月 E/ﾖ
ちいさなこえがみらいをかえる！ デイヴィッド  ロバーツ 絵本塾出版 2021年3月 E/ﾛ

〈ＡV〉

手話で楽しむ絵本 偕成社∥企画・制作・著作 偕成社 2020年 DVｱﾆ/ｼｭ

海よりもまだ深く 是枝  裕和∥原案・監督・脚本・編集 バンダイ 2019年 DVﾎｳ/ｳﾐ

殯の森（もがりのもり） 河瀬  直美∥監督・脚本・プロデュース ＮＨＫエンタープライズ 2008年 DVﾎｳ/ﾓｶﾞ

エデンより彼方に トッド・ヘインズ∥監督・脚本 アイ・ヴィー・シー 2020年 DVﾖｳ/ｴﾃﾞ

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


