
♪♪♪新しく入った本　6/30～9/13♪♪♪

002.7 頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 齋藤孝

007.3 アイドル2.0 コムドットやまと

007.6 プログラマーは世界をどう見ているのか　＜SB新書＞ ひろゆき

013.1 司書の一日　 WILLこども知育研究所

016.2 本が語ること、語らせること 青木海青子

041 ちくま評論入門 2訂版 岩間輝生 編

104
「みんな違ってみんないい」のか?[相対主義と普遍主義の問

題]　＜ちくまプリマー新書＞
山口裕之

147 恐い間取り[事故物件怪談]（2）、（3） 松原タニシ

159 お金の本 ひろゆき

221 一冊でわかる韓国史　 六反田豊 監修

238.6 中学生から知りたいウクライナのこと　 小山哲

289.1/オ 聞き書緒方貞子回顧録　＜岩波現代文庫＞ 緒方貞子

289.1/ダ 伊達政宗　 佐々木ひとみ

290.9 世界の祝祭
地球の歩き方編集室

編集

290.9 地球の歩き方JOJOジョジョの奇妙な冒険

291.1 るるぶ札幌[小樽 富良野 旭山動物園]（'23）　

291.1 札幌 小樽・富良野・旭山動物園（'23）　

311.7 そもそも民主主義ってなんですか? 宇野重規

317.7 警察のウラガワ　 倉科孝靖 監修

329.3 国連ファミリー・パーフェクトガイド 稲葉茂勝

335
偏差値３５のFラン文系地方小規模大学で学生ベンチャーをつ

くってみた
（株）鈴りん探偵舎　

367.3 夫の扶養からぬけだしたい ゆむい

367.3 ママはパパがこわいの? ゆむい

367.3 なぜ親はうるさいのか＜ちくまQブックス＞ 田房永子

367.9 性の教育ユニバーサルデザイン 小栗正幸

370.4
子どもがおつかいに行ける社会＜幻冬舎ルネッサ

ンス新書＞
神田厚

371.4
支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉[イ

ラスト版]
小栗正幸 監修

371.4 教師・SCのための心理教育素材集 小川康弘

372.1 ルポ誰が国語力を殺すのか 石井光太

374.9 中学生・高校生でも盛り上がる!学級レク厳選120 春野伸一
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375 マイテーマの探し方＜ちくまQブックス＞ 片岡則夫

375 勉強が面白くなる瞬間 パクソンヒョク

376.8 生活科学部・家政学部＜なるにはBOOKS＞ 木村由香里

378.8
発達障害の子どものためのマンガで学べるパーソ

ナル・スペース
佐竹真次

379.9 伸びる子どもは○○がすごい　 榎本博明

379.9 読書をする子は○○がすごい　 榎本博明

379.9 勉強できる子は○○がすごい　 榎本博明

404 未来の科学者たちへ 大隅良典

417 ゼロからわかる統計と確率　改訂第2版

451 もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木健太郎

461 WHAT IS LIFE?[生命とは何か] ポール・ナース

480.7 #水族館に行こう[#かわいい#楽しい#癒し]

480.7 #動物園に行こう[#かわいい#楽しい#癒し]

490 教えて!マジカルドクター 大塚篤司

490.1 家で死のう! 萬田緑平

491.3 運動脳[BRAIN] アンデシュ・ハンセン

491.7 ウイルスって何だろう＜ちくまQブックス＞ 青野由利

493.7 ストレス脳　＜新潮新書＞ アンデシュ・ハンセン

493.7 発達障害「グレーゾーン」＜SB新書＞ 岡田尊司

498.1 病院のウラガワ 佐藤昭裕 監修

498.6 感染症と文明[共生への道]　＜岩波新書 新赤版＞ 山本太郎

498.7 海をわたった母子手帳 中村安秀

547.4 今日も、感謝します。 StylishNoob

594 フェルトでつくるハンドメイドのおままごとセット 寺西恵里子

594 長くあそべるフェルトのおもちゃとおままごと

594 たべものいっぱい!あそべる!フェルトのおままごと　

594.9 ディズニーツムツムフェルトマスコット 佐々木公子

594.9 みんな大好き!アンパンマンのフェルトマスコット

596 日本のいいものおいしいもの KAILENE FALLS

596.65 魔法のやせスイーツ 鈴木沙織

602.1 日経業界地図（2023年版） 日本経済新聞社 編

611.3
食品ロスはなぜ減らないの?　＜岩波ジュニアスタートブック

ス＞
小林富雄

675 応援消費[社会を動かす力]　＜岩波新書 新赤版＞ 水越康介

3社会科学

4自然科学

5技術

6産業



726.1 呪術廻戦（20）　 芥見下々

726.1 ちはやふる（49） 末次由紀

726.1 聖☆おにいさん（20）　 中村光

726.1 ゴールデンカムイ（31）　 野田サトル

726.1 キングダム（1)～(65) 原泰久

727 クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本 田中クミコ

746.7
Premiere Proデジタル映像編集パーフェクトマニュアル[CC対

応]
阿部信行

746.7 Premiere Proよくばり活用事典 GIV

778 映画を早送りで観る人たち＜光文社新書＞ 稲田豊史

780 中高生のスポーツハローワーク

783.5 バドミントン動きの質を高める48メニュー 藤本ホセマリ

809.6 13歳からのファシリテーション ちょんせいこ

811.2 漢字が日本語になるまで＜ちくまQブックス＞ 円満字二郎

813.1 三省堂国語辞典　第8版 見坊豪紀 編

814.4 5文字で四字熟語 すとうけんたろう

814.4 にゃんこ四字熟語辞典 西川清史

816.5 小論文 書き方と考え方　＜講談社選書メチエ＞ 大堀精一

816.5 小論文を書くための基礎知識BOX 寺川潔

816.5 書評で学ぶ入試小論文の必須テーマ 福永文子

816.5 新小論文ノート（2023）
代々木ゼミナール 編

集

816.5 時事から学ぶ小論文［情報・メディア編］（2022第4号）

816.5 全国大学小論文入試[2017～2021]（2022年受験対策）

820 漢文早覚え速答法[共通テスト対応版]　 田中雄二

837 天声人語（2022夏）
朝日新聞論説委員室

編

913.6/ア いつもの木曜日 青山美智子

913.6/ア ショートショートドロップス　＜角川文庫＞ 新井素子 編

913.6/オ 珈琲店タレーランの事件簿（8）＜宝島社文庫＞ 岡崎琢磨

913.6/キ
どうか、彼女が死にますように　＜メディアワーク

ス文庫＞
喜友名トト

913.6/ク 夜に星を放つ 窪美澄

913.6/サ ショートケーキ。 坂木司

913.6/サ 塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い（6）、（6.5）　＜ガガガ文庫＞猿渡かざみ

913.6/シ さよならの向う側[i love you] 清水晴木
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913.6/シ 魔王学院の不適合者（12上）　＜電撃文庫＞ 秋

913.6/シ 小説すずめの戸締まり　＜角川文庫＞ 新海誠

913.6/シ 競争の番人［内偵の王子］（[2]） 新川帆立

913.6/ス 腹を割ったら血が出るだけさ 住野よる

913.6/セ 掬えば手には 瀬尾まいこ

913.6/ソ 悪い夏　＜角川文庫＞ 染井為人

913.6/タ おいしいごはんが食べられますように 高瀬隼子

913.6/チ 透明な夜の香り 千早茜

913.6/ツ 嘘つきジェンガ 辻村深月

913.6/ナ Re:ゼロから始める異世界生活（30）＜MF文庫J＞ 長月達平

913.6/ナ 汝、星のごとく 凪良ゆう

913.6/ナ ケーキ王子の名推理（6）　＜新潮文庫nex＞ 七月隆文

913.6/ハ 新!店長がバカすぎて 早見和真

913.6/ヒ 薬屋のひとりごと（12）　＜ヒーロー文庫＞ 日向夏

913.6/フ エロマンガ先生（13）＜電撃文庫＞ 伏見つかさ

913.6/マ その本は 又吉直樹

913.6/マ オーバーロード（15） 丸山くがね

913.6/ム みんなのためいき図鑑 村上しいこ

913.6/ム 青春は燃えるゴミではありません 村上しいこ

913.6/モ 四畳半タイムマシンブルース　＜角川文庫＞ 森見登美彦

913.6/ユ #真相をお話しします 結城真一郎

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。（14） 夕蜜柑

914.6/ア そして誰もゆとらなくなった 朝井リョウ

929.1/ミ 僕の狂ったフェミ彼女 ミンジヒョン

940.2/コ グリム童話の旅 小林将輝

943.6/グ 語るためのグリム童話（1）～(7) グリム

943.7/ジ 香水[ある人殺しの物語]　＜文春文庫＞
パトリック・ジュース

キント

989.4/ス ウクライナ戦争日記
Stand With Ukraine

Japan 編

※さがしているほんがあるときは、おたずねください。
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