
♪♪♪　新着図書リスト　10/4～11/10♪♪♪ 2019.11.21
分類番号 書　　　名 著　　　者
019.9 人生を狂わす名著５０ 三宅香帆　著
012.2 １８歳の著作権入門／ちくまプリマー新書 福井健策　著
028 日本の名著見るだけノート 福田和也　監修
159.5 生き抜くチカラ／ボクがキミに伝えたい５０のことば 為末大　著
159.7 Ｄｅａｒ ＧＩＲＬＳ／自分らしく生きていくための２８の言葉 朝日新聞「Ｄｅａｒ Ｇｉｒｌｓ」取材班　著

159.8 生き方がうまい人のことわざの知恵／知的生きかた文庫 幸運社　編
159 ＋１ｃｍ ＬＯＶＥ／たった１ｃｍの差があなたの愛をがらりと変える キムウンジュ　文
164 世界の神話／岩波ジュニア新書 沖田瑞穂　著
180.4 お寺の掲示板 江田智昭　著
186.8 みるみるつながる仏像図鑑／流れや関係が見えるから、歴史や仏教がわかる 三宅久雄　監修
210.1 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書／公立高校教師ＹｏｕＴｕｂｅｒが書いた山崎圭一　著
211 １時間でわかるアイヌの文化と歴史／カラー版／宝島社新書 瀬川拓郎　監修
215.5 三河吉田藩・お国入り道中記／インターナショナル新書 久住祐一郎　著
235.9 図説オランダの歴史／ふくろうの本 佐藤弘幸　著
253 一冊でわかるアメリカ史／世界と日本がわかる国ぐにの歴史 関眞興　著
288.4 みんなの皇室／日本人が知っておくべき令和の新常識 竹元正美　著
289.1 わたくしが旅から学んだこと／小学館文庫 兼高かおる　著
289.1 ミスター・オリンピックと呼ばれた男 田畑政治／１４歳からの地図 大野益弘　著
289.1 日本のパラリンピックを創った男 中村裕／１４歳からの地図 鈴木款　著
289.1 図説明智光秀 柴裕之　編著
289.3 私はこうして世界を理解できるようになった ハンス　ロスリング　著
290.9 地図にない国を行く 宮崎正弘　著
291 プロが選ぶ！一度は行ってみたい旅先ランキング ＮＩＫＫＥＩプラス１　編
291.1 ニッポンを解剖する！北海道図鑑
304 誰の味方でもありません／新潮新書 古市憲寿　著
307 高校生就職面接の受け方答え方／’２１年版 成美堂出版編集部　編著
307.8 高校生の就職試験一般常識問題集／’２１年版／就職試験パーフェクトＢＯＯＫ 成美堂出版編集部　編著
307.8 高校生用ＳＰＩクリア問題集／’２１年版 日本キャリアサポートセンター著

307.8 高校生の就職試験適性検査問題集／’２１年版 成美堂出版編集部　編著
307.8 世の中の動きに強くなるライブ！現代社会／２０１９ 池上彰　監修
310 政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上彰　監修
331.19 図解ニュースに出る経済数字の本当の読み方 角川総一　著
332.1 Ｑ＆Ａ日本経済のニュースがわかる！／２０２０年版 日本経済新聞社　編
350.9 世界国勢図会／２０１９／２０／世界がわかるデータブック 矢野恒太記念会　編集
361.4 関東と関西ここまで違う！おもしろ雑学／食べ物、言葉、性格 ライフサイエンス　著
361.5 日本文化ビジュアル解体新書／ＳＢビジュアル新書 山本素子　著
366.3 本業はオタクです。／シュミも楽しむあの人の仕事術 劇団雌猫　著
367.9 日本と世界のＬＧＢＴの現状と課題／ＳＯＧＩと人権を考える ＬＧＢＴ法連合会　編
368.2 本当の貧困の話をしよう／未来を変える方程式 石井光太　著
369.2 看取り犬・文福の奇跡／心が温かくなる１５の掌編 若山三千彦　著
370.4 「みんなの学校」から社会を変える／障害のある子を排除しない教育への道 木村泰子　著
386.1 日本の３６５日を愛おしむ／毎日が輝く生活暦 本間美加子　著
430 めんそーれ！化学／おばあと学んだ理科授業 盛口満　著
440.4 ビッグ・クエスチョン／＜人類の難問＞に答えよう スティーヴン　ホーキング　著

440 宇宙を生きる／世界を把握しようともがく営み／入門！ガクモン 磯部洋明　著
453 富士山噴火と南海トラフ／海が揺さぶる陸のマグマ 鎌田浩毅　著
460 生命科学者たちのむこうみずな日常と華麗なる研究／河出文庫 仲野徹　著
460 生物学の基礎はことわざにあり／カエルの子はカエル？トンビがタカを生む？ 杉本正信　著
469.9 日本人になった祖先たち／ＤＮＡが解明する多元的構造 篠田謙一　著
470.3 ヘンな名前の植物／ヘクソカズラは本当にくさいのか 藤井義晴　著
480.7 中村元の全国水族館ガイド１２５／全館訪問取材 中村元　写真　著
486 ヘンで奇妙な昆虫図鑑／ぼくらはみんな生きている！ 丸山宗利　監修
488 トリノトリビア／鳥類学者がこっそり教える野鳥のひみつ 川上和人　監修
488 鳥はなぜ鳴く？ホーホケキョの科学／世界をカエル／１０代からの羅針盤 松田道生　著
489.7 動物園は進化する／ゾウの飼育係が考えたこと／ちくまプリマー新書 川口幸男　著
491 脳はなにげに不公平／パテカトルの万脳薬／朝日文庫 池谷裕二　著
491.8 好きになる免疫学／「私」が「私」であるしくみ／好きになるシリーズ 萩原清文　著
496.9 吃音／伝えられないもどかしさ 近藤雄生　著
498 図解早分かり！今こそ知りたい「賞味期限」の新常識 井出留美　監修
519 プラスチック・フリー生活／今すぐできる小さな革命 シャンタル　プラモンドン　著

538.9 宇宙兄弟リアル／ＫＣＤＸ 岡田茂　取材　文
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576.7 美容成分キャラ図鑑／知れば知るほどキレイになれる！ 小西さやか　著
591 一生楽しく浪費するためのお金の話 劇団雌猫　著
595.6 はじめてのやせ筋トレ とがわ愛　著
596 いちばんやさしいスパイスの教科書 水野仁輔　著
596 一度は買いたいＳＡ・ＰＡの「五つ星みやげ」 日本サぱ協会　著
675 なぜ女はメルカリに、男はヤフオクに惹かれるのか？ 田中道昭　著
689.5 ディズニー夢をかなえる神様が教えてくれたこと 鎌田洋　著
702 レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する／没後５００年／別冊太陽 池上英洋　監修
702 失われたアートの謎を解く／ちくま新書 青い日記帳　監修
726 女子中・高生のイラストブック／かわいい制服と小物２００アイテム クマノイ　著
726.9 季節の草花と動物の切り絵 松原真紀　著
753.04 夢もまた青し／志村の色と言葉 志村ふくみ　著
764.6 吹奏楽部アナザーストーリー／上下／部員を救った２３のコトバたち オザワ部長　著
777.1 マンガでわかる文楽／あらすじから見どころ、歌舞伎との違いまで全部わかる マンガでわかる文楽編集部　編

778 ぼくらがアニメを見る理由／２０１０年代アニメ時評 藤津亮太　著
780 オリンピックの輝き／ここにしかない物語 佐藤次郎　著
783 奇跡のチーム／ラグビー日本代表、南アフリカに勝つ 生島淳　著
786.3 はじめてのキャンプｆｏｒ Ｂｅｇｉｎｎｅｒｓ／２０１９
810.2 中高生からの日本語の歴史／ちくまプリマー新書 倉島節尚　著
814.7 令和版＜超図解＞押えておきたい時事用語／最新＆最速！新時代の必須キーワードＣＯＳＭＩＣ ＭＯＯＫ
814 ヤバいほど日本語知らないんだけど 前田安正　著
814 教科書では教えてくれないゆかいな語彙力入門 今野真二　著
816.5 全国大学小論文入試／２０２０年受験対策／２０１５～２０１９

817.8 「やさしい日本語」で観光客を迎えよう／インバウンドの新しい風 加藤好崇　編著
834 英単語の語源図鑑／続／辞書より面白くて役に立つ 清水建二　著
837.8 解くだけで身につくおもてなし英会話検定 デイビッド　セイン　著
910オ 上京する文學／春樹から漱石まで／ちくま文庫 岡崎武志　著
911/サ １分音読「万葉集」 齋藤孝　著
911キ 北村薫のうた合わせ百人一首／新潮文庫 北村薫　著
911シ 季語うんちく事典／角川ソフィア文庫 新海均　編
912/タ 私の胸は小さすぎる／恋愛詩ベスト９６／集英社文庫 谷川俊太郎　著
913.6/アアスリーツ あさのあつこ　著
913.6/イ 彼方の友へ 伊吹有喜　著
913.8/イ ぼくらのセイキマツ 伊藤たかみ　著
913.6/ウ５４字の物語 史／超短編小説で学ぶ日本の歴史 氏田雄介　共著
913.6/オ百舌落とし／[百舌シリーズ] 逢坂剛　著
913.7/オ祝祭と予感 恩田陸　著
913.8/オライオンのおやつ 小川糸　著
913.6/カ 思い出が消えないうちに 川口俊和　著
913.7/カ 怪盗探偵山猫／[５]／角川文庫／月下の三猿 神永学　[著]
913.8/カ この嘘がばれないうちに 川口俊和　著
913.9/カ 某 川上弘美　著
913.6/キダンガンロンパ霧切／２～６／星海社ＦＩＣＴＩＯＮＳ 北山猛邦　著／小松崎類　[画]

913.6/コ それぞれの断崖／集英社文庫 小杉健治　著
913.8/コ モップの精は旅に出る／実業之日本社文庫 近藤史恵　著
913.1/コ さよならの言い方なんて知らない。／ＴＨＥＭＥ ＯＦ ＴＨＥ ＷＡＴＥＲ＆ＢＩＳＣＵＩＴ 河野裕　著
913.6/サ亥子ころころ 西條奈加　著
913.6/タ 君と漕ぐ／ながとろ高校カヌー部／新潮文庫ｎｅｘ 武田綾乃　著
913.6/タ デート・ア・ライブ／２１／富士見ファンタジア文庫／十香グッドエンド 橘公司　著
913.6/チ空の青さを知る人よ／Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｍｅｌｏｄｉｅｓ／電撃文庫 超平和バスターズ　原作
913.6/フ ハイキュー！！ショーセツバン！！／１１／卒業する者たち 古舘春一　[原]著
913.8/フ アネモネの姉妹リコリスの兄弟 古内一絵　著
913.7/マ「悩み部」の平和と、その限界。／「５分後に意外な結末」シリーズ 麻希一樹　著
913.8/マ人間 又吉直樹　著
913.6/ミ 落日 湊かなえ　[著]
913.6/ミ きみの正義は／社労士のヒナコ 水生大海　著
913.6/アとっておきのおやつ。／５つのおやつアンソロジー 青木祐子　著
914.6/キぱくりぱくられし 木皿泉　著
914.6/セ９７歳の悩み相談／１７歳の特別教室 瀬戸内寂聴　著
916/イ この顔と生きるということ 岩井建樹　著
929/ソ アーモンド ソンウォンピョン　著
949/ア 雪の女王／アンデルセン童話集／角川文庫 アンデルセン　[著]
※図書館の〈新しく入った本〉に並んでいます。この他にもたくさんありますので、借りに来て下さい。
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