
♪♪♪　新着図書リスト　3/11～4/30　🎵🎵🎵(寄贈図書は除く)

007.6 キタミ式イラストIT塾ITパスポート きたみりゅうじ

007.6 キタミ式イラストIT塾基本情報技術者 きたみりゅうじ

007.6 栢木先生のITパスポート教室 栢木厚

007.6 栢木先生の基本情報技術者教室 栢木厚

007.6
基本情報技術者大滝みや子先生のかんたんアルゴリズ

ム解法流れ図と擬似言語　第4版
大滝みや子

007.6 情報処理検定模擬試験問題集ビジネス情報1級[全商]

146.8 嫌いな人がいる人へ 古山有則

146.8 10代のための疲れた心がラクになる本 長沼睦雄

151.5 「利他」とは何か　＜集英社新書＞ 伊藤亜紗 編

159 　+1cm LIFE キムウンジュ

234 一冊でわかるドイツ史　 関眞興

237 一冊でわかるイタリア史　 北原敦 監修

290 世界246の首都と主要都市 地球の歩き方編集室 [編]

291.64 るるぶ淡路島[鳴門]（'22）

291.74 倉敷 尾道 瀬戸内の島々（[2020]）

291.75 るるぶ岡山倉敷蒜山（'22）

292.1 #おうち韓国 朝日新聞出版 編著

292.24 #おうち台湾　 朝日新聞出版 編著

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（2021）

ニュース検定公式テキス

ト編集委員会 編

307.8
これが本当のWebテストだ!［玉手箱・C-GAB

編］
SPIノートの会 編著

307.8
これが本当のWebテストだ!［TG-WEB・ヒュー

マネージ社のテストセンター編］
SPIノートの会 編著

307.8
これが本当のWebテストだ!［WEBテスティング

(SPI3)・CUBIC・TAP・TAL編］
SPIノートの会 編著

307.8 高校生のやさしい一般常識1問一答 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 資格試験研究会 編

318.3 無敵の地方公務員<初級>過去問クリア問題集 公務員試験専門喜治塾 編著

320.7 法学を学ぶのはなぜ? 森田果

336.5 秘書検定2級実問題集 実務技能検定協会 編

336.5 スッキリうかる日商簿記2級本試験予想問題集 滝澤ななみ 監修
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336.9 スッキリうかる日商簿記3級本試験予想問題集 滝澤ななみ 監修

336.9 文系女子のための日商簿記入門　第2版 堀川洋

343.7 社会的共通資本　＜岩波新書 新赤版＞ 宇沢弘文

361.5
どこへ行っても恥をかかない世界の「常

識」図鑑
御手洗昭治 編著

366.2 救急救命士になるには　＜なるにはBOOKS＞ 益田美樹

366.2 青年海外協力隊員になるには　＜なるにはBOOKS＞ 益田美樹

366.2 国際公務員になるには　＜なるにはBOOKS＞ 横山和子

366.2 自衛官になるには　＜なるにはBOOKS＞ 岡田真理

366.2 福祉業界で働く　＜なるにはBOOKS＞ 戸田恭子

366.2 小学校教諭になるには　＜なるにはBOOKS＞ 森川輝紀 編著

366.2 税理士になるには　＜なるにはBOOKS＞　 西山恭博

366.2 医薬品業界で働く　＜なるにはBOOKS＞ 池田亜希子

367.3 親の期待に応えなくていい 鴻上尚史

368.7
どうしても頑張れない人たち[ケーキの切れ

ない非行少年たち 2]　＜新潮新書＞
宮口幸治

371.4
おとなを動かす悩み相談クエスト[こども六

法NEXT]
山崎聡一郎 監修

376.8 大学の学科図鑑　改訂版 石渡嶺司

376.8 学コレ[大学学部案内学部コレクト] 学研プラス 編

376.8 国際学部　＜なるにはBOOKS＞ 三井綾子

377.9 Web面接[内定獲得のメソッド] 才木弓加

377.9 オンライン就活は面接が9割 瀧本博史

410
東大の先生!文系の私に超わかりやすく高校

の数学を教えてください!
西成活裕

410
東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学

を教えてください!
西成活裕

421.2
時間[なぞだらけの時間の正体にせまる]

＜ニュートンムック＞

421.3
量子論[13歳からわかる最強の物理学超入

門]　＜ニュートンムック＞

451
ゼロからわかる天気と気象[超図解天気の知識を

まとめた保存版!]　＜ニュートンムック＞

498.5
皮膚科医が肌荒れしたら食べるおくすり朝

ごはん
小林智子

5技術 509.6 すごい!品質検査 うえたに夫婦

4自然科学
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589.2 モダリーナのファッションパーツ図鑑 溝口康彦

593.3
家庭科3だった私が365日、手作り服で暮ら

しています。
津田蘭子

596
マンガでわかる料理を「仕事」にするとい

うこと。
上神田梅雄　監修

596 三重のスロー食堂（3）

6産業 689.5
るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン

公式ガイドブック

726.1 呪術廻戦［両面宿儺］（1）～(15)　 芥見下々

726.1 ちはやふる（46）　 末次由紀

726.1 ゴールデンカムイ（25）　 野田サトル

726.1 聖(セイント)☆おにいさん（19）　 中村光

726.1 スナックキズツキ 益田ミリ

728.2 これでおしまい 篠田桃紅

778.7 紅の豚　＜文春ジブリ文庫＞
宮崎　駿　原作・脚本・

監督

778.7 もののけ姫　＜文春ジブリ文庫＞
宮崎　駿　原作・脚本・

監督

811.2 漢検過去問題集2級［準2級、3級もあり］

814.7
<図解>まるわかり時事用語（2021→2022年

版）

ニュース・リテラシー研

究所　編著

816.5 時事から学ぶ小論文　　2021第1号、第2号 朝日新聞社　編

830.7 TOEIC L&R TEST出る単特急金のフレーズ TEX加藤　

830.7 英語検定試験問題集1級[全商]［2級もあり］

830.7
英検1級過去6回全問題集［準1級、2級、準2

級、3級もあり］

831.1 理想のリスニング 阿部公彦

835 オー・ヘンリーで学ぶ英文法 山本史郎

837 天声人語（2020冬） 朝日新聞論説委員室　編

837.5
the japan timesニュースで深掘り英語

(Vol.3(2021春夏)）

ジャパンタイムズ出版英

語出版編集部 編

909 児童文学の中の家 深井せつ子

913.6/ア
これは経費で落ちません!（8）　＜集英社

オレンジ文庫＞
青木祐子

913.6/ア 鎌倉うずまき案内所　＜宝島社文庫＞ 青山美智子

913.6/ア 正欲 朝井リョウ

913.6/ア
文豪ストレイドッグスSTORM BRINGER　＜角

川ビーンズ文庫＞
朝霧カフカ

8言語
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913.6/ア
神様の御用人（10）　＜メディアワークス

文庫＞
浅葉なつ

913.6/ウ
旅する54字の物語[超短編小説で読む47都

道府県]
氏田雄介

913.6/ウ 恋に焦がれたブルー 宇山佳佑

913.6/エ 真夜中乙女戦争 F

913.6/オ
櫻子さんの足下には死体が埋まっている［櫻花の葬

送］（[17]）　＜角川文庫＞
太田紫織

913.6/オ
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろう

か（17）　＜GA文庫＞
大森藤ノ

913.6/カ 包丁さんへるぷみぃ[とある巫女の記録] 神波裕太

913.6/カ
ソードアート・オンラインプログレッシブ（7）

＜電撃文庫＞
川原礫

913.6/キ 天使の囀り　＜角川ホラー文庫＞ 貴志祐介

913.6/ク 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井あめ

913.9/コ
さよならの言い方なんて知らない。5

＜新潮文庫nex＞
河野裕

913.6/コ 相棒season16上、中、下　＜朝日文庫＞ 輿水泰弘ほか　脚本

913.6/シ きみの町で　＜新潮文庫＞ 重松清

913.6/シ 魔王学院の不適合者（9）　＜電撃文庫＞ 秋

913.6/タ 孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと 瀧森古都

913.6/ナ
Re:ゼロから始める異世界生活（26）　＜MF文

庫J＞
長月達平

913.6/ナ 臨床の砦 夏川草介

913.6/ハ この闇と光　＜角川文庫＞　改版 服部まゆみ

913.6/ヒ 新謎解きはディナーのあとで 東川篤哉

913.6/ヒ 白鳥とコウモリ 東野圭吾

913.6/フ 転生したらスライムだった件（18）　 伏瀬

913.6/マ 夜空に泳ぐチョコレートグラミー　＜新潮文庫＞ 町田そのこ

913.6/ミ ドキュメント 湊かなえ

913.6/ミ 魂手形[三島屋変調百物語七之続]　 宮部みゆき

913.6/ム 西由比ケ浜駅の神様　＜メディアワークス文庫＞ 村瀬健

913.6/ム 生命式 村田沙耶香

913.6/ヨ 賢者の孫（14）　＜ファミ通文庫＞ 吉岡剛

913.6/ワ
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。

（14.5）　＜ガガガ文庫＞
渡航

914.6/ク うたうおばけ くどうれいん

9文学


