
♪♪♪　新しくはいった本　５/１6～6/30　♪♪♪

0総記 007.6 Googleサービスプロ技BESTセレクション

104 じぶん・この不思議な存在　＜講談社現代新書＞ 鷲田清一

123.8 一億三千万人のための『論語』教室　＜河出新書＞ 高橋源一郎

146.8 公認心理師の一日　
WILLこども知育研

究所 編著

159.7 「どうせ無理」と思っている君へ[本当の自信の増やしかた] 植松努

209 エリア別だから流れがつながる世界史 祝田秀全 監修

209.7 日本と世界の今がわかる さかのぼり現代史　 祝田秀全 監修

210.1 テーマ別だから理解が深まる日本史 山岸良二 監修

281 お札に描かれる偉人たち 楠木誠一郎

290 地理×文化×雑学で今が見える世界の国々　 かみゆ歴史編集部 編

292.37 るるぶタイ バンコク・アユタヤ（'21）

302.3 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ

302.3 池上彰の世界の見方 イギリスとEU 池上彰

304 サル化する世界 内田樹

304 ニュース検定公式テキスト&問題集時事力基礎編3・4級

ニュース検定公式

テキスト編集委員

会 編

307.8 高校生の就職試験基礎から解けるSPI
就職試験情報研究

会 編著

307.8 高校生の一般常識総ざらえ
就職試験情報研究

会 編著

307.8 高校生の就職試験一般常識&SPI 柳本新二

317.4 高校卒で受けられる公務員試験早わかりブック
就職試験情報研究

会 編

317.7 警察官の一日　
WILLこども知育研

究所 編著

317.7 消防官の一日　
WILLこども知育研

究所 編著

333.8 知っていますか?SDGs[ユニセフとめざす2030年のゴール]
日本ユニセフ協会

制作協力

336.4
「デザイン」の力で人を動かす!プレゼン資料作成

「超」授業[プレゼン上手に明日からなれる]
宮城信一

336.5 全商ビジネス文書実務検定模擬試験問題集1級

336.5 秘書検定2級実問題集【３級もあり】 実務技能検定協会編

336.8 世界一楽しい決算書の読み方
大手町のランダム

ウォーカー

336.9 日商簿記2級未来のための過去問題集【３級もあり】 桑原知之

２歴史

１哲学

３社会科学



336.9 スッキリとける日商簿記2級過去+予想問題集【３級もあり】 滝澤ななみ 監修

336.9
スッキリわかる日商簿記2級 商業簿記　【２級工業簿記、３級も

あり】
滝澤ななみ 

350.9 データブックオブ・ザ・ワールド[世界各国要覧と最新統計]

351 日本のすがた[表とグラフでみる社会科資料集] 矢野恒太記念会 編集

366 なぜ僕らは働くのか 池上彰　監修

374.3 できるGoogle for Educationクラウド学習ツール実践ガイド ストリートスマート

374.6 アタックPTA 細川貂々

375 東大生の勉強法カタログ 安堂裕樹[ほか]

376.8 大学受験案内[大学・短大・大学院総合ガイド]
晶文社学校案内編

集部　編集

376.8 看護学校入試精選問題集[英語・数学・国語] 入試問題編集部　編

377.7 ノーベル賞の舞台裏　＜ちくま新書＞
共同通信ロンドン

支局取材班 編

383.8 絵本世界の食事シリーズ 21～25 銀城康子 文

383.9 昔のくらしの道具事典　新版 神野喜治　監修

388.8 世界ことわざ比較辞典
日本ことわざ文化

学会　編

404 アリエナクナイ科学ノ教科書 くられ

404 身のまわりのすごい「しくみ」大百科 涌井良幸[ほか]

425 ひとすじの光[写真科学絵本]
ウォルター・

ウィック

430.4
「ロウソクの科学」が教えてくれること　＜サイエンス・

アイ新書＞
[ファラデー　原著]

431.1 元素キャラクター図鑑 若林文高　監修

467.5 若い読者のための『種の起源』[入門生物学]
チャールズ・ダー

ウィン

480 ざんねんないきもの事典（さらに） 今泉忠明　監修

480.7 あまりに細かすぎる東山動植物園ガイド

488.9 カラスは飼えるか 松原始

491.6 よくわかるがんの話 １～3 林和彦　

493.8 感染症対人類の世界史　＜ポプラ新書＞ 池上彰

519 図解でわかる14歳からの水と環境問題
インフォビジュア

ル研究所

519 図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題
インフォビジュア

ル研究所

520.8 ガウディ完全ガイド ガウディ　[作]

589.7 ゲームの仕事　＜「好き」で見つける仕事ガイド＞
セガゲームス　取材

協力

596 syunkonカフェごはん[レンジでもっと!絶品レシピ] 山本ゆり

5技術

３社会科学

4自然科学



5技術 596.65 志麻さんの気軽に作れる極上おやつ 志麻

673.3 日商リテールマーケテイング<販売士>検定試験３級 上岡史郎　

674.7 1枚デザインの構図とレイアウト

675.3 世界のキッチンから[商品開発と写真の関係] 高橋ヨーコ　写真

686.3 乗務員室からみたJR 関大地

726.1 鬼滅の刃　1～20 吾峠呼世晴

726.1 聖(セイント)☆おにいさん　18 中村光　

726.1 ゴールデンカムイ　22　 野田サトル

726.1 ハイキュー!! 43 古舘春一

726.1 きょうの猫村さん　1～7 ほしよりこ

726.5 とことん解説!キャラクターの「塗り」入門教室 乃樹坂くしお

726.6/セ おだんごぱん[ロシアの昔話] ＜日本傑作絵本シリーズ＞ せたていじ やく

726.6/ツ 最初に夜を手ばなした 椿冬華

726.6/ト 3びきのくま　＜世界傑作絵本シリーズ＞ トルストイ ぶん

726.6/マ しずかなおはなし　＜世界傑作絵本シリーズ＞ マルシャーク ぶん

782.3 大迫傑 走って、悩んで、見つけたこと。 大迫傑

783.1
「好き」を力にする[NBAプレーヤーになるために僕が続けて

きたこと]
渡邊雄太

783.5 心を強くする[「世界一のメンタル」50のルール] サーシャ・バイン

783.7 野村の教え方 野村克也

799 ダンス部ノート 石原久佳

814.7 <図解>まるわかり時事用語　2020→2021年版
ニュース・リテラ

シー研究所　編著

815.8 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷裕子 編

816.5 最新最強の作文・小論文
成美堂出版編集部

編著

816.5 新小論文ノート　2020
代々木ゼミナール 編

集

820 漢文名文選（故事成語編） 三上英司 編著

830.7 公式TOEIC Listening & Reading問題集　6
Educational

Testing Service

830.7 英語ネイティブ脳みそのつくりかた 白川寧々

837 天声人語[[英文対照]朝日新聞]  2019秋、冬、2020春
朝日新聞論説委員

室編

837.7 The Diary of a Young Girl　＜PENGUIN BOOKS＞ Anne Frank

911.5/イ 茨木のり子[自分の感受性くらい]　＜別冊太陽＞

913.6/ア
ヴァイオレット・エヴァーガーデン上、下、外伝　＜

KAエスマ文庫＞
暁佳奈

６産業

7芸術

８言語

９文学



913.6/ア
ヴァイオレット・エヴァーガーデン［エヴァー・アフ

ター］＜KAエスマ文庫＞
暁佳奈

913.6/ア これは経費で落ちません!　7　＜集英社オレンジ文庫＞ 青木祐子

913.6/イ 仰げば尊し　[1]～[3]　＜部活系空色ノベルズ＞ いずみ吉紘　脚本

913.6/エ カブキブ!　2～7　＜角川文庫＞ 榎田ユウリ

913.6/オ 記憶屋  0、[1]～3　＜角川ホラー文庫＞ 織守きょうや

913.6/カ あなたの人生、片づけます　＜双葉文庫＞ 垣谷美雨

913.6/カ あなたのゼイ肉、落とします　＜双葉文庫＞ 垣谷美雨

913.6/ク BLEACH[Can't Fear Your Own World]　1～3　 久保帯人　[原]著

913.6/コ 負け逃げ　＜新潮文庫＞ こざわたまこ

913.6/コ 相棒 season14  中、下　＜朝日文庫＞ 輿水泰弘[ほか]脚本

913.6/サ
思い、思われ、ふり、ふられ[実写映画ノベライズ]

＜集英社オレンジ文庫＞
咲坂伊緒　原作

913.6/サ さよなら世界の終わり　＜新潮文庫nex＞ 佐野徹夜

913.6/タ 砕け散るところを見せてあげる　＜新潮文庫nex＞ 竹宮ゆゆこ

913.6/ツ 暗鬼夜行 月村了衛

913.6/ツ ツナグ[想い人の心得] 辻村深月

913.6/ツ 宝石商リチャード氏の謎鑑定[10] ＜集英社オレンジ文庫＞ 辻村七子

913.6/ド 夕焼けポスト ドリアン助川

913.6/ナ 三四郎　＜新潮文庫＞　改版 夏目漱石

913.6/ナ わたしの美しい庭 凪良ゆう

913.6/ニ 掟上今日子の設計図　＜[忘却探偵シリーズ]＞[12] 西尾維新

913.6/ヒ 探偵ガリレオ　＜文春文庫＞ 東野圭吾

913.6/フ ピエタとトランジ[完全版] 藤野可織

913.6/フ
俺の妹がこんなに可愛いわけがない［あやせif］14

＜電撃文庫＞
伏見つかさ

913.6/ホ 宇宙のあいさつ　＜新潮文庫＞　改版 星新一

913.6/ミ カケラ 湊かなえ

913.6/ミ [学校の怪談]シリーズ[8]～[10]＜ポプラポケット文庫＞ 緑川聖司

914.6/オ センスのABC 岡尾美代子

929.1/チ 保健室のアン・ウニョン先生　 チョンセラン

953.7/コ 三つ編み
レティシア・コロ

ンバニ

973/レ レオナルド・ダ・ヴィンチの童話
レオナルド・

ダ・ヴィンチ

９文学


