
♪♪♪  新着図書リスト　11/18～1/19　🎵♪♪ *寄贈図書

*〇 002.7 わたしのノートの使い方

KADOKAWAライ

フスタイル統括

部 編

*〇 051 野中モモの「ZINE」小さなわたしのメディアを作る　 野中モモ

059 朝日ジュニア学習年鑑（2020）

070.4 池上彰の新聞勉強術　＜文春文庫＞ 池上彰

*◎ 146.8 セルフケアの道具箱 伊藤絵美

148.8 星ひとみの天星術 星ひとみ

*〇 159 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。(続） Jam  マンガ・文

159 頑張りすぎずに、気楽に キムスヒョン

210 日本史年表・地図　第26版 児玉幸多 編

*〇 210.6 生きづらい明治社会　＜岩波ジュニア新書＞ 松沢裕作

210.7 昭和・平成現代史年表　増補完全版 神田文人 編

210.7 年表昭和・平成史   ＜岩波ブックレット＞　新版 中村政則 編

*◎ 233 一冊でわかるイギリス史　 小林照夫 監修

*◎ 235 職業別パリ風俗　 鹿島茂

*◎ 235 一冊でわかるフランス史　 福井憲彦 監修

289.3/ギ ルース・ベイダー・ギンズバーグ
ジェフ・ブラッ

クウェル 編

291.7 おいしい道の駅ドライブ[中国・四国]　＜まっぷるマガジン＞

291.75 岡山・倉敷[蒜山高原]（'21）　＜まっぷるマガジン＞

291.8 四国（'21）　＜まっぷるマガジン＞

291.8 るるぶ四国（'21）　＜るるぶ情報版＞

*〇 293.89 考えごとしたい旅フィンランドとシナモンロール 益田ミリ

302.3 ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディみかこ

304 自由への手紙オードリー・タン
オードリー・

タン 語り

304 自分の頭で考える日本の論点　＜幻冬舎新書＞ 出口治明

*〇 304 ポストコロナ期を生きるきみたちへ　 内田樹 編

304 文藝春秋オピニオン2021年の論点100　

*〇 319
一気にわかる!池上彰の世界情勢［新型コロナに翻

弄された世界編］（2021）
池上彰
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*〇 319.1 街場の日韓論　 内田樹 編

330 目からウロコが落ちる奇跡の経済教室（基礎知識編） 中野剛志

331.6 人新世の「資本論」　＜集英社新書＞ 斎藤幸平

332.1 日経キーワード（2021-2022）
日経HR編集

部 編著

334.3 縮小ニッポンの衝撃　＜講談社現代新書＞
NHKスペシャ

ル取材班

*〇 336.4 オンラインで伝える力 野村絵理奈

*◎ 337.8 モノのねだん事典[高すぎ?安すぎ!?] 大澤裕司

*〇 361.8 他者を感じる社会学   ＜ちくまプリマー新書＞ 好井裕明

*〇 417
統計学をめぐる散歩道[ツキは続く?続かない?]

＜岩波ジュニア新書＞
石黒真木夫

490.1 エンド・オブ・ライフ 佐々涼子

*〇 491.1 「はたらく細胞」ウイルスの教科書　

清水茜  メイン

キャラクターイ

ラスト

*〇 491.3 スマホ脳　＜新潮新書＞
アンデシュ・

ハンセン

498.3 心の整えかた[トップアスリートならこうする]　 田中ウルヴェ京

*〇 498.5 「空腹」こそ最強のクスリ 青木厚

5技術 594.9 ぽんぽんポケモン 須佐沙知子

*〇 6産業 627.6 きらめくバルバスプランツ 竹田薫

726.1 文豪ストレイドッグス（20）　 朝霧カフカ 原作

726.1 リアル（15）　 井上雄彦 

726.1 鬼滅の刃（23）　 吾峠呼世晴 

726.1 ゴールデンカムイ（24）　 野田サトル 

726.1 おおきく振りかぶって（Vol.34）　 ひぐちアサ

726.1 鬼滅の刃外伝　 平野稜二 

*〇 726.5 マンガキャラ&世界観が引き立つ!配色アイデア帳 都外川八恵  監修

*〇 759 世界のスノードーム図鑑 カルロス矢吹

778.7 ハウルの動く城　＜文春ジブリ文庫＞

ダイアナ・ウィ

ン・ジョーンズ

原作

8言語 810.4 なぜ、読解力が必要なのか?＜講談社+α新書＞ 池上彰
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*〇 816.5
大学入試小論文の完全ネタ本（<医歯薬系/看護・

医療系>編）  改訂版
神崎史彦

*〇 816.5
大学入試小論文の完全ネタ本（<社会科学系>編）

改訂版
神崎史彦

*〇 816.5
大学入試小論文の完全ネタ本（<人文・教育系>

編）  改訂版
神崎史彦

*〇 816.5
書くべきネタが思いつく看護医療系小論文頻出テー

マ15　  改訂版
神尾雄一郎

816.5 時事から学ぶ小論文　第６号　社会編 朝日新聞社

*◎ 816.5 小論文これだけ!（模範解答経済・経営編） 樋口裕一

*◎ 816.5 小論文これだけ!（書き方経済・経営編） 樋口裕一

*◎ 816.5
小論文これだけ!(国際・地域・観光・社会・メディ

ア超基礎編）
樋口裕一

*◎ 816.5 読むだけ小論文（基礎編）　パワーアップ版 樋口裕一

816.5 小論文これだけ!(模範解答医学・看護・医療編） 樋口裕一

*〇 816.5
読むだけ小論文（法・政治・経済・人文・情報系

編）　パワーアップ版
樋口裕一

830.7 公式TOEIC Listening & Reading問題集（7） ETS

837 天声人語（2020秋）
朝日新聞論説

委員室 編

*◎ 837.7 英語で聴く世界を変えた感動の名スピーチ　改訂第2版 平野次郎 解説

*◎ 837.7 英語対訳で読む世界の歴史＜じっぴコンパクト新書＞　新版 綿田浩崇 監修

*◎ 837.7 英語対訳で読む科学の疑問＜じっぴコンパクト新書＞　新版 松森靖夫 監修

901.3/ミ マナーはいらない[小説の書きかた講座] 三浦しをん

*◎ 913.3/イ 令和版全訳小説伊勢物語 服部真澄  [訳]著

913.6/ア 終電間際オンライン[小説集] 七月隆文ほか

913.6/ア 魔王学院の不適合者（7）　＜電撃文庫＞ 秋

913.6/ア 魔王学院の不適合者（8）　＜電撃文庫＞ 秋

913.6/ア おもかげ　＜講談社文庫＞ 浅田次郎

913.6/イ 叶わない恋を叶える方法 いぬじゅん

913.6/イ 陽気なギャングは三つ数えろ　＜祥伝社文庫＞ 伊坂幸太郎

913.6/イ 犬がいた季節 伊吹有喜

913.6/オ 密やかな結晶　＜講談社文庫＞ 小川洋子
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913.6/カ オルタネート 加藤シゲアキ

913.6/カ 銀の夜 角田光代

913.6/カ 三度目の恋 川上弘美

913.6/カ ソードアート・オンライン（25）　＜電撃文庫＞ 川原礫

913.6/シ ないものねだりの君に光の花束を 汐見夏衛

913.6/シ
あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。

＜スターツ出版文庫＞
汐見夏衛

913.6/シ
あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。

＜スターツ出版文庫＞
汐見夏衛

913.6/シ 2020年の恋人たち 島本理生

*〇 913.6/シ 元彼の遺言状 新川帆立

913.6/ツ たかが殺人じゃないか[昭和24年の推理小説] 辻真先

913.6/ナ Re:ゼロから始める異世界生活（25）＜MF文庫J＞ 長月達平

913.6/ナ サラと魔女とハーブの庭 七月隆文

913.6/ヒ ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾

913.6/ミ 三日間の幸福　＜メディアワークス文庫＞ 三秋縋

913.6/ミ 少年十字軍　＜ポプラ文庫＞ 皆川博子

913.6/モ キラレ×キラレ　＜講談社文庫＞ 森博嗣

913.6/モ タカイ×タカイ　＜講談社文庫＞ 森博嗣

913.6/モ ムカシ×ムカシ　＜講談社文庫＞ 森博嗣

913.6/モ サイタ×サイタ　＜講談社文庫＞ 森博嗣

913.6/モ ダマシ×ダマシ　＜講談社文庫＞ 森博嗣

913.6/ユ JR上野駅公園口　＜河出文庫＞ 柳美里

*〇 914.6/ス 霧のむこうに住みたい　＜河出文庫＞ 須賀敦子

933.7/ウ 灯台へ　＜岩波文庫＞
ヴァージニ

ア・ウルフ

*〇 933.7/ジ チャーメインと魔法の家＜ハウルの動く城＞（3）

ダイアナ・ウィ

ン・ジョーン

ズ

933.7/チ 長いお別れ　＜ハヤカワ・ミステリ文庫＞
レイモンド・

チャンドラー

933.7/ロ イッカボッグ J.K.ローリング

　　◎〇は、同窓会長などからの寄贈図書カードより購入させていただいた本です。

♪さがしているほんがみつからないときは、おたずねください♪
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