
♪♪♪新しく入った本　7/1～9/27♪♪♪

007 ビジネスで役立つIT用語がこれ1冊でしっかりわかる本 小宮紳一

007.1 AI倫理　＜中公新書ラクレ＞ 西垣通

007.6 PowerPointでかんたん!動画作成 澤崎敏文

007.6 できるChromebook 法林岳之

104 「待つ」ということ　 鷲田清一

104 「聴く」ことの力　＜ちくま学芸文庫＞ 鷲田清一

113 生きがいについて　 神谷美恵子

116 よくわかる思考実験　＜イースト新書Q＞ 高坂庵行

140.4 河合隼雄[物語とたましい]　 河合隼雄

141.3 学びとは何か　＜岩波新書 新赤版＞ 今井むつみ

143 おとなが育つ条件　＜岩波新書 新赤版＞ 柏木惠子

146.1 集中講義河合隼雄[こころの深層を探る] 河合俊雄

159.7 自分をたいせつにする本　＜ちくまプリマー新書＞ 服部みれい

165.4 宗教別おもてなしマニュアル　＜中公新書ラクレ＞ 島田裕巳

182.1 廃仏毀釈　＜ちくま新書＞ 畑中章宏

210 日本人と日本文化[対談]　＜中公文庫＞　改版 司馬遼太郎［ほか］

210.7 戦争というもの 半藤一利

291
読むだけですっきりわかる日本地理　＜宝島SUGOI文庫＞令

和版
後藤武士

291.1 札幌 富良野・小樽・旭山動物園（'22）　

291.1 札幌[小樽]　＜ことりっぷ＞　4版

291.1 札幌小樽で食べたい100のもの

291.1 札幌小樽完全版　

291.1 るるぶ札幌[小樽 富良野 旭山動物園]（'22）　

292.59 五感でたのしむ!輝きの島スリランカへ 石野明子

304 知らないと恥をかく世界の大問題（12）　＜角川新書＞ 池上彰

304 生きる意味　＜岩波新書 新赤版＞ 上田紀行

304 「里」という思想　＜新潮選書＞ 内山節

304 希望のつくり方　＜岩波新書 新赤版＞ 玄田有史

304 社会人の生き方　＜岩波新書 新赤版＞ 暉峻淑子

304 他者の靴を履く ブレイディみかこ

307.8 これが本当のSCOAだ!（2023年度版）　 SPIノートの会　編著

311 政治的思考　＜岩波新書 新赤版＞ 杉田敦

311.7 民主主義とは何か　＜講談社現代新書＞ 宇野重規

311.7 多数決を疑う　＜岩波新書 新赤版＞ 坂井豊貴

316.1 従順さのどこがいけないのか　＜ちくまプリマー新書＞ 将基面貴巳

319.8 人間の安全保障　＜集英社新書＞ アマルティア・セン
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319.8 入門人間の安全保障　＜中公新書＞増補版 長有紀枝

326.4 死刑廃止を考える　＜岩波ブックレット＞新版 菊田幸一

327 裁判官だから書けるイマドキの裁判　＜岩波ブックレット＞
日本裁判官ネットワー

ク

327.8 少年法入門　＜岩波新書 新赤版＞ 廣瀬健二

331 競争社会の歩き方　＜中公新書＞ 大竹文雄

332.1 Q&A日本経済のニュースがわかる!（2022年版） 日本経済新聞社　編

333.8 世界でいちばん素敵なSDGsの教室 小林亮　監修

333.8 やさしい英語でSDGs! 本間正人

336.1 60分でわかる!DXデジタルトランスフォーメーション最前線 兼安暁

336.5 Google Workspace完全マニュアル 桑名由美

361.4 コミュニケーション力　＜岩波新書 新赤版＞ 斎藤孝

361.4 異文化コミュニケーション学　＜岩波新書 新赤版＞ 鳥飼玖美子

361.4 リスク心理学　＜ちくまプリマー新書＞ 中谷内一也

361.8 弱者の居場所がない社会　＜講談社現代新書＞ 阿部彩

364 「分かち合い」の経済学　＜岩波新書 新赤版＞ 神野直彦

365 狙われる18歳!?　＜岩波ブックレット＞
日本弁護士連合会消費

者問題対策委員会

366.2 アプリケーションエンジニアになるには　 小杉眞紀

366.2 社会福祉士・精神保健福祉士になるには　 田中英樹　編著

366.2 会社で働く 松井大助

367.3 子どもが育つ条件　＜岩波新書 新赤版＞ 柏木惠子

367.6 子どもの貧困（[1]）、(2)　＜岩波新書 新赤版＞ 阿部彩

368.7
虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか　＜平凡社新書

＞
石井光太

369 マイノリティデザイン 澤田智洋

369 ヤングケアラー　＜中公新書＞ 澁谷智子

369.1 非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山剛

369.3 災害特派員 三浦英之

370.4 学び合う教室　＜角川新書＞ 金森俊朗

370.4 「過干渉」をやめたら子どもは伸びる　＜小学館新書＞ 西郷孝彦[ほか]

370.4 自分で伸びる小学生の育て方[ぬまっち流] 沼田晶弘

372 第四次産業革命と教育の未来　＜岩波ブックレット＞ 佐藤学

372.1 日本の公教育　＜中公新書＞ 中澤渉

374.3 教師崩壊　＜PHP新書＞ 妹尾昌俊

375.1 はじめての授業のデジタルトランスフォーメーション 高橋純　編著

376.2 本当は怖い小学一年生　＜ポプラ新書＞ 汐見稔幸

376.3 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　(2) ブレイディみかこ

377.9 新面接の英語 有元美津世
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382.1 アイヌ
北原モコットゥナシ

監修

382.1 アイヌ文化の大研究 中川裕 監修

382.1 菊と刀　＜光文社古典新訳文庫＞ ベネディクト

399.2 1分間孫子の兵法 齋藤孝 監修

399.2 こども孫子の兵法 齋藤孝　監修

399.2 孫子・三十六計　＜角川ソフィア文庫＞ 湯浅邦弘

401 科学者が人間であること　＜岩波新書 新赤版＞ 中村桂子

401 科学的とはどういう意味か　＜幻冬舎新書＞ 森博嗣

451 すごすぎる天気の図鑑 荒木健太郎

451.8 図解でわかる14歳からの脱炭素社会
インフォビジュアル研

究所

451.8 気候崩壊  ＜岩波ブックレット＞ 宇佐美誠

460 生物はなぜ死ぬのか　＜講談社現代新書＞ 小林武彦

461 生き物が大人になるまで 稲垣栄洋

490.3 からだと健康の英単語[語源図解] 清水建二

491.3 自分を超える心とからだの使い方 ＜朝日新書＞ 下條信輔

492.9 ケアとは何か　＜中公新書＞ 村上靖彦

493.7 発達障害サバイバルガイド 借金玉

493.9 ぼくらの中の発達障害　＜ちくまプリマー新書＞ 青木省三

517 「流域地図」の作り方　＜ちくまプリマー新書＞ 岸由二

517.5 生きのびるための流域思考　＜ちくまプリマー新書＞ 岸由二

519 最近、地球が暑くてクマってます。 水野敬也

523.1 北海道建築さんぽ[札幌、小樽、函館] 佑季

595 理容師・美容師の一日　
WILLこども知育研究

所 編著

596 料理はすごい! 柴田書店 編

596 父ちゃんの料理教室 辻仁成

596 りなてぃの一週間3500円献立 RINATY

596 3STEP冷凍コンテナごはん ろこ

596.2 ジブリの食卓アーヤと魔女 スタジオジブリ 監修

596.65 お菓子はすごい! 柴田書店　編

596.65 世界のおやつ[おうちで作れるレシピ100] 鈴木文

596.65 愛すべき地味菓子 yuka*cm

602.1 日経業界地図（2022年版） 日本経済新聞社 編

611.3 食べものから学ぶ世界史　＜岩波ジュニア新書＞ 平賀緑

726.1 文豪ストレイドッグス（21）　 朝霧カフカ　原作

726.1 メンタル強め美女白川さん［(1)］、（2） 獅子

726.1 ちはやふる（47） 末次由紀
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726.1 ゴールデンカムイ（27） 野田サトル

726.1 おおきく振りかぶって（Vol.35）　 ひぐちアサ

726.1 ぼくのお父さん 矢部太郎

726.6/ホ 海のアトリエ 堀川理万子

726.6/ヨ にげてさがして ヨシタケシンスケ

727 素人ですが、デザインしてみました。 京田クリエーション

746.7 AviUtl動画編集実践ガイドブック オンサイト

757.3 この1冊で合格!色彩検定3級テキスト&問題集　改訂版 桜井輝子

782.3 決戦前のランニングノート 大迫傑

783.6 卓球王水谷隼の勝利の法則 水谷隼

791.5 英語で伝える茶の湯の銘100 ブルース・濱名 宗整

793 こんなフラワーアレンジ作ってみたい!

801.9 非言語(ノンバーバル)コミュニケーション
マジョリー・F・

ヴァーガス

810.1 「自分らしさ」と日本語　＜ちくまプリマー新書＞ 中村桃子

810.7
日本語を話そう![シャドーイング]（就職・アルバイト・進学

面接編）
斎藤仁志

811.2 漢検2級漢字学習ステップ改訂4版【3、4、5級もあり】　

816.5 小論文 書き方と考え方　 大堀精一

816.5 時事から学ぶ小論文［教育編］、［文化編］

830 完全理系専用スペクトル看護医療系のための英語 関正生

830.7 TOEFLテスト集中攻略スピーキング　改訂版 川端淳司

830.7 TOEFLテスト集中攻略リスニング　改訂版 トフルゼミナール　編

830.7 TOEFLテスト集中攻略リーディング　改訂版 トフルゼミナール　編

830.7 TOEIC L&Rテスト究極の模試600問+ ヒロ前田

830.7 TOEIC L&Rテストこれ1冊で600点はとれる!　改訂版 仲川浩世

830.7 TOEFL iBTテスト本番模試　

831.1 CNN Student News（2021春）、（2021秋）

『CNN English

Express』編集部　編

集

835 一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 牧野智一

837 天声人語（2021春）、（2021夏）
朝日新聞論説委員室

編

837.5 成功者10人の声で聞く!起業家の英語　改訂版 米山明日香　共著

837.7 Stumbling on happiness Daniel Gilbert

837.7 The five people you meet in heaven 　 Mitch Albom

837.7 スティーブ・ジョブズ伝説のスピーチ&プレゼン[対訳]
スティーブ・ジョブズ

[述]

837.7 英語でガイド!外国人がいちばん不思議に思う日本のくらし デイビッド・セイン
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837.7 日本人と日本文化[英文版]　
ドナルド・キーン［ほ

か］

837.7 英語で聞く世界を変えた女性のことば[日英対訳] ニーナ・ウェグナー

837.7 世界を変えた男たちのスピーチ[日英対訳] ニーナ・ウェグナー

837.7 マララ・ユスフザイ国連演説&インタビュー集[対訳]
マララ・ユスフザイ

[述]

837.7 菊と刀 ルース・ベネディクト

837.7 My Nippon[英和対訳]
レオナルド・タッド・

ジェイ

837.7 英語で読む外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史 ロックリー トーマス

837.8 About me for students 長尾和夫［ほか］

908.3/ゴ 5分後に意外な結末ex　シリーズ全6巻 桃戸ハル　編著

911.14/ヒ 5文字で百人一首 すとうけんたろう

911.5/カ 先端で、さすわさされるわそらええわ　＜ちくま文庫＞ 川上未映子

911.5/リ
空が青いから白をえらんだのです[奈良少年刑務所詩集]　＜

新潮文庫＞
寮美千子　編

913.3/ゲ げんじものがたり いしいしんじ

913.6/ア
かぐや様は告らせたい[天才たちの恋愛頭脳戦]　＜集英社オ

レンジ文庫＞
赤坂アカ　原作

913.6/ア
かぐや様は告らせたい[天才たちの恋愛頭脳戦～ファイナル]

＜集英社オレンジ文庫＞
赤坂アカ　原作

913.6/ア 火のないところに煙は　＜新潮文庫＞ 芦沢央

913.6/ア みとりねこ 有川ひろ

913.6/イ 貝に続く場所にて 石沢麻依

913.6/イ 親方と神様 伊集院静

913.6/イ 光をえがく人 一色さゆり

913.6/イ チキン! いとうみく

913.6/イ 兇人邸の殺人 今村昌弘

913.6/ウ 変な家 雨穴

913.6/ウ この恋は世界でいちばん美しい雨　＜集英社文庫＞ 宇山佳佑

913.6/エ
俺が好きなのは妹だけど妹じゃない（[1]）～7、7.5、8、9～

11　＜富士見ファンタジア文庫＞
恵比須清司

913.6/オ 結[妹背山婦女庭訓波模様] 大島真寿美

913.6/カ 夜行秘密 カツセマサヒコ

913.6/カ ウィステリアと三人の女たち　＜新潮文庫＞ 川上未映子

913.6/ク 氷柱の声 くどうれいん

913.6/ク 意味がわかると鳥肌が立つ話　 蔵間サキ　編著

913.6/ク 意味がわかると鳥肌が立つ話（続）　 蔵間サキ　編著
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913.6/サ テスカトリポカ 佐藤究

913.6/サ 塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い（5）　＜ガガガ文庫＞ 猿渡かざみ

913.6/サ 星落ちて、なお 澤田瞳子

913.6/サ 准教授・高槻彰良の推察（[1]）　＜角川文庫＞ 澤村御影

913.6/シ 魔王学院の不適合者（10上）　＜電撃文庫＞ 秋

913.6/ス 八月の青い蝶　＜集英社文庫＞ 周防柳

913.6/チ 硝子の塔の殺人 知念実希人

913.6/ツ 青空と逃げる　＜中公文庫＞ 辻村深月

913.6/ツ 君は永遠にそいつらより若い　＜ちくま文庫＞ 津村記久子

913.6/テ 雨夜の星たち 寺地はるな

913.6/ナ Re:ゼロから始める異世界生活（27）　＜MF文庫J＞ 長月達平

913.6/ナ 護られなかった者たちへ　＜宝島社文庫＞ 中山七里

913.6/ナ 100万回生きたきみ　＜角川文庫＞ 七月隆文

913.6/ニ 死物語（上）、（下）　 西尾維新

913.6/ハ 都会(まち)のトム&ソーヤ（17）、(18) はやみねかおる

913.6/ハ リボルバー 原田マハ

913.6/ハ 旅屋おかえり　＜集英社文庫＞ 原田マハ

913.6/ハ キネマの神様　＜文春文庫＞ 原田マハ

913.6/ヒ 透明な螺旋　＜[ガリレオ]＞（[10]） 東野圭吾

913.6/ヒ
スガリさんの感想文はいつだって斜め上（[1]）　＜5分シ

リーズ+＞
平田駒

913.6/ホ 竜とそばかすの姫　＜角川文庫＞ 細田守

913.6/ホ
僕のヒーローアカデミアTHE MOVIEワールドヒーローズミッ

ション
堀越耕平  [原]著

913.6/マ もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊明人

913.6/ム 地球星人　＜新潮文庫＞ 村田沙耶香

913.6/ム
ハニーレモンソーダ[映画ノベライズ]　＜集英社オレンジ文

庫＞
村田真優  原作

913.6/ユ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。（12） 夕蜜柑

913.6/ヨ ブランド 吉田修一

913.6/リ 彼岸花が咲く島 李琴峰

913.6/ワ オーラの発表会 綿矢りさ

914.6/オ なつかしい時間　＜岩波新書 新赤版＞ 長田弘

914.6/ナ 知の体力　＜新潮新書＞ 永田和宏

914.6/ム 向田邦子ベスト・エッセイ　＜ちくま文庫＞ 向田邦子

914.6/ヤ ゴリラからの警告 山極寿一

914.6/ヤ おしゃべりな人見知り　 山本ゆり

※さがしているほんがあるひとは、おたずねください♪
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