
新着資料一覧表(9月24日～9月30日）

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1 50歳からはじめる人生整理術 柴田 和枝・著 日経BP社 012197562  007.6 /ｼ /

2 最新オープンソースがよ～くわかる本 寺田 雄一・著 秀和システム 012198339  007.6 /ﾃ /

3 ビジネスに効く教養としての中国古典 守屋 洋・著 プレジデント社 012198503  122 /ﾓ /

4 触れることの科学 デイヴィッド　J.リンデン・著河出書房新社 012197463  141.2 /ﾘ /

5 インドネシア イスラーム大国の変貌 小川 忠・著 新潮社 012197588  167.2 /ｵ /

6 海東高僧伝 覚訓・著 平凡社 012197687  182.2 /ｶ /

7 進化は万能である マット　リドレー・著 早川書房 012197471  204 /ﾘ /

8 シベリア出兵 麻田 雅文・著 中央公論新社 012197703  210.6 /ｱ /

9 文明開化がやって来た 林 丈二・著 柏書房 012197513  210.6 /ﾊ /

10 周-理想化された古代王朝 佐藤 信弥・著 中央公論新社 012197737  222.0 /ｻ /

11 ある奴隷少女に起こった出来事 ハリエット　アン　ジェイコブズ・著大和書房 012198552  289.3 /ｼﾞ/

12 自然を楽しむ温泉&ウォーキング関東周辺 JTBパブリッシング 012198347  291.3 /ｼ /

13 きょうも京都で京づくし てらい まき・著 ダイヤモンド・ビッグ社012198354  291.6 /ﾃ /

14 るるぶ湯布院黒川 '17 JTBパブリッシング 012198362  291.9 /ﾙ 

15 るるぶベトナム ホーチミン・ハノイ・ダナン JTBパブリッシング 012198370  292.3 /ﾙ /

16 長谷川慶太郎の大局を読む 2017 長谷川 慶太郎・著李白社 012198388  304 /ﾊ /17

17 世界マヌケ反乱の手引書 松本 哉・著 筑摩書房 012198529  304 /ﾏ /

18 デモクラシーは、仁義である 岡田 憲治[著] KADOKAWA 012198479  313.7 /ｵ /

19 公務員のSNS・文章術 小田 順子・編著 学陽書房 012197620  318.5 /ｵ /

20 離婚と慰謝料 [2016]改訂版 自由国民社 012198396  324.6 /ﾘ 

21 自己破産と借金整理を考えたら読む本 ベリーベスト法律事務所・著日本実業出版社 012198289  327.3 /ｼﾞ/

22 人びとの戦後経済秘史 東京新聞　中日新聞経済部・編岩波書店 012198578  332.1 /ﾋ /

23 職場の問題地図 沢渡 あまね・著 技術評論社 012197646  336.2 /ｻ /

24 あなたを悩ます話してもわからない人 柴田 豊幸・著 幻冬舎 012197653  336.4 /ｼ /

25 会社四季報 2016年4集秋号 東洋経済新報社 012197885  338.1 /ｶ

26 ユーロから始まる世界経済の大崩壊 ジョセフ　E.スティグリッツ・著徳間書店 012197604  338.9 /ｽ /

27 統計学が最強の学問である ビジネス編 西内 啓・著 ダイヤモンド社 012197893  350.1 /ﾆ /

28 家族で地方移住、はじめました。 移住ライフ研究会・編洋泉社 012197612  365.3 /ｶ /

29 マンション格差 榊 淳司・著 講談社 012197679  365.3 /ｻ /

30 2025年、高齢者が難民になる日 小黒 一正・編著 日本経済新聞出版社012198156  367.7 /ｵ /

31 介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。 松川 竜也・監修 ユーキャン学び出版部012197901  369.2 /ｶ /

32 これならわかる<スッキリ図解>障害者差別解消法 二本柳 覚・編著 翔泳社 012198297  369.2 /ﾆ /

33 難民問題 墓田 桂・著 中央公論新社 012197711  369.3 /ﾊ /

34 給食費未納 鳫 咲子・著 光文社 012198164  369.4 /ｶﾞ/

35 貧困と保育 秋田 喜代美・編著かもがわ出版 012197570  369.4 /ﾋ /

36 反抗期乗り切りマニュアル 諸富 祥彦・著 主婦の友社 012197919  371.4 /ﾓ /

37 アイディアたっぷり出し物BOOK ひかりのくに編集部・編ひかりのくに 012197927  376.1 /ｱ /

38 LDの子の読み書き支援がわかる本 小池 敏英・監修 講談社 012198305  378 /ｴ /

39 新しい日本の語り 11 日本民話の会・編 悠書館 012197935  388.1 /ｱ /

40 先生、物理っておもしろいんですか? パリティ編集委員会・編丸善出版 012198545  420.4 /ｾ /

41 量子物理学の発見 レオン　レーダーマン・著文藝春秋 012197489  421.3 /ﾚ /

42 重力波とはなにか 安東 正樹・著 講談社 012197695  441.1 /ｱ /

43 雤の自然誌 シンシア　バーネット・著河出書房新社 012197455  451.6 /ﾊﾞ/

44 よくわかる腰痛症の原因と治し方 中尾 浩之・著 秀和システム 012197943  493.6 /ﾅ /

45 人生を変える!骨ストレッチ 松村 卓・著 ダイヤモンド社 012197950  498.3 /ﾏ /

46 受け継がれる住まい 住総研「受け継がれる住まい」調査研究委員会・編著柏書房 012197448  521.8 /ｳ /
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47 「不思議な会社」に不思議なんてない 荒木 恭司・著 あさ出版 012198487  528.0 /ｱ /

48 東芝粉飾の原点 小笠原 啓・著 日経BP社 012198495  540.6 /ｵ /

49 キリンビール高知支店の奇跡 田村 潤[著] 講談社 012198461  588.5 /ﾀ /

50 冷え冷えさんのためのぽかぽかお洒落スタイル クラリネ「温め部」・編宝島社 012197968  589.2 /ﾋ /

51 いちばんやさしい着物のお手入れ・お直しの基本 安田 多賀子・監修ナツメ社 012197976  593.1 /ｲ /

52 家族みんなのあったかニット 松村 忍・監修 成美堂出版 012197554  594.3 /ｶ /

53 二人のワンダフルニット 兵頭 良之子・著 文化学園文化出版局012197992  594.3 /ﾋ /

54 ベーシックなメンズニット 日本ヴォーグ社 012197984  594.3 /ﾍﾞ/

55 BEST HIT!運命が変わるレングス別ヘアカタログ1500 主婦の友社 012198024  595 /ﾍﾞ/

56 「めんどくさい」がなくなる台所 足立 洋子・著 SBクリエイティブ 012197539  596 /ｱ /

57 ホイルでも!ペーパーでも!包み焼き 岩崎 啓子・著 池田書店 012197521  596 /ｲ /

58 てんきち母ちゃんの夜10分、あるものだけでおつまみごはん井上 かなえ・著 文藝春秋 012198057  596 /ｲ /

59 おかずの基本 主婦の友社・編 主婦の友社 012198008  596 /ｵ /

60 ごちそうワンプレート 堤 人美・著 世界文化社 012198040  596 /ﾂ /

61 作りおきの基本 主婦の友社・編 主婦の友社 012198016  596 /ﾂ /

62 野菜玉ですごい簡単うちごはん 金丸 絵里加[著] 東京書店 012198032  596.3 /ｶ /

63 家庭のオーブンで作るバゲット ムラヨシ マサユキ・著成美堂出版 012198065  596.6 /ﾑ /

64 のんで東北たべて東北 杏耶・著 イースト・プレス 012198073  596.7 /ｱ /

65 私のカントリー NO.98 主婦と生活社 012198099  597 /ﾜ /98

66 100円グッズでプチ!ガーデニング 竹田 薫・監修 主婦の友社 012198081  627.8 /ﾋ /

67 インターネットは流通と社会をどう変えたか 阿部 真也・編著 中央経済社 012197596  675.4 /ｲ /

68 若冲の花 朝日新聞出版・編朝日新聞出版 012198313  721.4 /ｲ /

69 ゴヤ「戦争と平和」 大高 保二郎・著 新潮社 012198321  723.3 /ｺﾞ/

70 猫ピッチャー 5 そにし けんじ・著 中央公論新社 012198404  726.1 /ｿ /

71 竹宮惠子カレイドスコープ 竹宮 惠子・著 新潮社 012198115  726.1 /ﾀ /

72 きょうの猫村さん 9 ほし よりこ・著 マガジンハウス 012198107  726.1 /ﾎ /

73 まるごとハロウィン コダシマ アコ・著 かもがわ出版 012197547  750 /ｺ /

74 誰が音楽をタダにした? スティーヴン　ウィット・著早川書房 012197661  760.9 /ｳ /

75 ショパン・コンクール 青柳 いづみこ・著 中央公論新社 012197729  763.2 /ｱ /

76 私は女優 浅丘 ルリ子・著 日本経済新聞出版社012198511  778.2 /ｱ /

77 高峰秀子 河出書房新社 012198537  778.2 /ﾀ /

78 日本オリンピック委員会公式写真集 2016 日本オリンピック委員会・監修アフロ 012198123  780.6 /ﾆ 

79 誰からも好かれるNHKの話し方 NHK放送研修センター　日本語センター・著KADOKAWA 012197638  809.4 /ﾀﾞ/

80 会議のマネジメント 加藤 文俊・著 中央公論新社 012197745  809.6 /ｶ /

81 「文藝」戦後文学史 佐久間 文子・著 河出書房新社 012197497  910.5 /ｻ /

82 日本人の甘え 曽野 綾子・著 新潮社 012198172  914.6 /ｿﾉ/

83 三谷幸喜のありふれた生活 14 三谷 幸喜・著 朝日新聞出版 012198149  914.6 /ﾐﾀ/

84 下北沢について 吉本 ばなな・著 幻冬舎 012197349  914.6 /ﾖｼ/

85 きまぐれ星からの伝言 星 新一・著 徳間書店 012197505  918.6 /ﾎ /

86 ドストエフスキーの作家像 木下 豊房・著 鳥影社 010917680  980.2 /ｷ /

87 むずかしい年ごろ アンナ　スタロビネツ・著河出書房新社 012197430  983 /ｽ /

88 朝が来るまでそばにいる 彩瀬 まる[著] 新潮社 012197281  F /ｱﾔ/

89 ストロベリーライフ 荻原 浩・著 毎日新聞出版 012197422  F /ｵｷﾞ /

90 ヴァラエティ 奥田 英朗・著 講談社 012196416  F /ｵｸ/

91 五弁の秋花 梶 よう子・著 新潮社 012197299  F /ｶｼﾞ /

92 魂の沃野 上 北方 謙三・著 中央公論新社 012197315  F /ｷﾀ/1 
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93 魂の沃野 下 北方 謙三・著 中央公論新社 012197323  F /ｷﾀ/2 

94 曲がり木たち 小手鞠 るい・著 原書房 012197372  F /ｺﾃﾞ /

95 明るい夜に出かけて 佐藤 多佳子・著 新潮社 012197273  F /ｻﾄ/

96 わすれて、わすれて 清水 杜氏彦・著 早川書房 012197364  F /ｼﾐ/

97 日本核武装 高嶋 哲夫・著 幻冬舎 012197356  F /ﾀｶ/

98 わたしの隣の王国 七河 迦南[著] 新潮社 012197307  F /ﾅﾅ/

99 十津川警部わが愛する犬吠の海 西村 京太郎・著 祥伝社 012198131  F /ﾆｼ/

100 罪のあとさき 畑野 智美・著 双葉社 012197406  F /ﾊﾀ/

101 分かれ道ノストラダムス 深緑 野分・著 双葉社 012197414  F /ﾌｶ/

102 桜風堂ものがたり 村山 早紀・著 PHP研究所 012197398  F /ﾑﾗ/

103 地上の星 村木 嵐・著 文藝春秋 012197331  F /ﾑﾗ/

104 生きる故 矢野 隆・著 PHP研究所 012197380  F /ﾔﾉ/

105 オペラ座のお仕事 三澤 洋史・著 早川書房 012197828 B766.1 /ﾐ /

106 近代はやり唄集 倉田 喜弘・編 岩波書店 012197752 B911.6 /ｷ /

107 竹久夢二詩画集 竹久 夢二[著] 岩波書店 012197760 B918.6 /ﾀ /

108 強行偵察 マルコ　クロウス・著 早川書房 012197794 B933 /ｸ /

109 転落の街 上 マイクル　コナリー[著]講談社 012198222 B933 /ｺ /1 

110 転落の街 下 マイクル　コナリー[著]講談社 012198230 B933 /ｺ /2 

111 スター・ウォーズ フォースの覚醒 J.J.エイブラムス・原作講談社 012198248 B933 /ﾌ /

112 繊細な真実 ジョン　ル　カレ・著 早川書房 012197810 B933 /ﾙ /

113 難船者たち H.G.フランシス・著 早川書房 012197802 B943 /ﾌ /

114 犯罪は老人のたしなみ カタリーナ　インゲルマン=スンドベリ・著東京創元社 012198255 B949.8 /ｲ /

115 失われた時を求めて 10 プルースト・作 岩波書店 012197786 B953 /ﾌﾟ/10

116 パードレはそこにいる 上 サンドローネ　ダツィエーリ・著早川書房 012197869 B973 /ﾀﾞ/1 

117 パードレはそこにいる 下 サンドローネ　ダツィエーリ・著早川書房 012197877 B973 /ﾀﾞ/2 

118 名花散る 荒崎 一海[著] 講談社 012198180 BF /ｱﾗ/

119 顔のない絵師 飯島 一次・著 双葉社 012198453 BF /ｲｲ/

120 横恋慕 稲葉 稔・著 双葉社 012198438 BF /ｲﾅ/

121 マルドゥック・アノニマス 2 冲方 丁・著 早川書房 012197844 BF /ｳﾌﾞ /2 

122 織田信奈の野望 16 春日 みかげ・著 KADOKAWA 012198263 BF /ｶｽ/16

123 影忍・徳川御三家斬り 風野 真知雄・著 光文社 012198412 BF /ｶｾﾞ /

124 ふたつの伽羅 黒木 久勝・著 双葉社 012198446 BF /ｸﾛ/

125 終焉の百鬼行 芝村 凉也[著] 講談社 012198198 BF /ｼﾊﾞ /

126 セルフ・クラフト・ワールド 3 芝村 裕吏・著 早川書房 012197836 BF /ｼﾊﾞ /3 

127 のっとり奥坊主 鳥羽 亮[著] 講談社 012198206 BF /ﾄﾊﾞ /

128 五郎正宗 藤井 邦夫・著 光文社 012198420 BF /ﾌｼﾞ /

129 マルドゥック・ストーリーズ 冲方 丁・編 早川書房 012197851 BF /ﾏﾙ/

130 旅愁 下 横光 利一・作 岩波書店 012197778 BF /ﾖｺ/2 

131 波動 吉川 英梨[著] 講談社 012198214 BF /ﾖｼ/

132 江戸あわび 和田 はつ子・著 角川春樹事務所 012198271 BF /ﾜﾀﾞ /

133 学研まんがNEW世界の歴史 別巻[2] 近藤 二郎・監修 学研プラス 021262324  209 /ｶﾞ/14

134 地球を旅する生き物たち 樋口 広芳・監修 PHP研究所 021262340  481 /ﾁ /

135 ポンポンクックブック 野中 柊・作 理論社 021262357  596 /ﾉ /

136 調べてなるほど!果物のかたち 柳原 明彦・絵と文 保育社 021262365  625 /ﾔ /

137 捨て犬・未来、天国へのメッセージ 今西 乃子・著 岩崎書店 021262332  645 /ｲ /

138 日本の世界遺産 山口 正・監修 朝日新聞出版 021262498  709 /ﾆ /
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139 サイエンスコナン忍者の不思議 青山 剛昌・原作 小学館 021262373  789 /ｻ /

140 マルの背中 岩瀬 成子・著 講談社 021262506  913 /ｲ /

141 わたしがここにいる理由 片川 優子・作 岩崎書店 021262514  913 /ｶ /

142 いつも心の中に 小手鞠 るい・作 金の星社 021262522  913 /ｺ /

143 ピクルスとふたごのいもうと 小風 さち・文 福音館書店 220260194  913 /ｺ /2 

144 リジェクション 佐藤 まどか・著 講談社 021262381  913 /ｻ /

145 釣りに行こう! 高橋 秀雄・作 文研出版 021262530  913 /ﾀ /

146 落語少年サダキチ 田中 啓文・作 福音館書店 220260145  913 /ﾀ /

147 夜空のスター・チャウダー 野中 柊・作 理論社 021262399  913 /ﾉ /

148 動物と話せる少女リリアーネ 11 タニヤ　シュテーブナー・著学研プラス 021262407  943 /ｼ /11

149 飛び込み台の女王 マルティナ　ヴィルトナー・作岩波書店 220260137  943 /ﾋﾞ/

150 きょうはそらにまるいつき 荒井 良二・著 偕成社 220260186  E /ｱ /

151 パンダともだちたいそう いりやま さとし・作 講談社 021262431  E /ｲ /

152 10ねこ 岩合 光昭[作] 福音館書店 220260228  E /ｲ /

153 10ねこ 岩合 光昭[作] 福音館書店 220260236  E /ｲ /

154 しいちゃんおひめさまになる えがしら みちこ・作 アリス館 021262415  E /ｴ /

155 ちかてつてっちゃん 井上 よう子・作 岩崎書店 220260178  E /ｵ /

156 ゴードン・パークス キャロル　ボストン　ウェザーフォード・文光村教育図書 021262480  E /ｸ /

157 カレーライス 小西 英子・さく 福音館書店 220260202  E /ｺ /

158 カレーライス 小西 英子・さく 福音館書店 220260210  E /ｺ /

159 とうだい 斉藤 倫・文 福音館書店 220260293  E /ｺ /

160 とうだい 斉藤 倫・文 福音館書店 220260285  E /ｺ /

161 あららありゃりゃ 小長谷 清実・ぶん 福音館書店 220260376  E /ｺﾞ/

162 あららありゃりゃ 小長谷 清実・ぶん 福音館書店 220260368  E /ｺﾞ/

163 あららありゃりゃ 小長谷 清実・ぶん 福音館書店 220260350  E /ｺﾞ/

164 ちんころりん 中脇 初枝・再話 福音館書店 220260467  E /ｻ /

165 ちんころりん 中脇 初枝・再話 福音館書店 220260459  E /ｻ /

166 あかいけいと 佐々木 マキ[作] 偕成社 220260152  E /ｻ /

167 あおいともだち 佐々木 マキ[作] 偕成社 220260160  E /ｻ /

168 ねこ・こども 佐々木 マキ・さく 福音館書店 220260392  E /ｻ /

169 ねこ・こども 佐々木 マキ・さく 福音館書店 220260400  E /ｻ /

170 ちんころりん 中脇 初枝・再話 福音館書店 220260475  E /ｻ /

171 ねこ・こども 佐々木 マキ・さく 福音館書店 220260384  E /ｻ /

172 かげはどこ 木坂 涼・ぶん 福音館書店 220260434  E /ﾂ /

173 かげはどこ 木坂 涼・ぶん 福音館書店 220260442  E /ﾂ /

174 ぐるぐるぐる 内田 麟太郎・作 金の星社 021262548  E /ﾅ /

175 どこかでだれかがねむくなる メアリー　リン　レイ・詩福音館書店 220260269  E /ﾆ /

176 どこかでだれかがねむくなる メアリー　リン　レイ・詩福音館書店 220260277  E /ﾆ /

177 ハロウィーンのひみつ はやし ちかげ[作] 金の星社 021262423  E /ﾊ /

178 こねこのプーフー 1 アン　ハレンスレーベン・作小学館 021262449  E /ﾊ /1 

179 こねこのプーフー 2 アン　ハレンスレーベン・作小学館 021262456  E /ﾊ /2 

180 いたずらえほんがたべちゃった! リチャード　バーン・作ブロンズ新社 021262555  E /ﾊﾞ/

181 きょうはハロウィン 平山 暉彦・さく 福音館書店 220260244  E /ﾋ /

182 おいしいかぞえうた 岸田 衿子・ぶん 福音館書店 220260426  E /ﾌ /

183 りゅうおうさまのたからもの イチンノロブ　ガンバートル・文福音館書店 220260301  E /ﾎﾞ/

184 どんぐりころちゃん 正高 もとこ・作　絵鈴木出版 021262464  E /ﾏ /



新着資料一覧表(9月24日～9月30日）

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

185 あくたれラルフのハロウィン ジャック　ガントス・さくPHP研究所 021262472  E /ﾙ /

186 たまごのからとかみねんどでつくろう よねもとくみこ・さく 福音館書店 220260491  E7/ﾖ /

187 いちくんと古太鼓 飯野 和好・作 福音館書店 220260103 Z916 /ｲ 

188 にわとりかあさん 木坂 涼・文 福音館書店 220260129 ZE /ﾀ /

189 なんじゃもんじゃはかせのおべんとう 長 新太・さく 福音館書店 220260061 ZE /ﾁ /

190 すごいねじょうずだね 大川 久乃・文 福音館書店 220260111 ZE /ﾏ /

191 てんごくにいったのうふ プラサンサ　カルコーッテゲ・再話　訳福音館書店 220260079 ZE3/ﾃﾞ/

192 きのこってなんだろう? 小林 路子・さく 福音館書店 220260095 ZE4/ｺ /

193 なくむしこみち 内田 正吉・ぶん 福音館書店 220260087 ZE4/ｻ /

194 新明解故事ことわざ辞典 三省堂編修所・編三省堂 012198560 R813.4 /ｼ 


