
新着資料一覧表(9月19日～9月25日）

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1 SNS暴力 毎日新聞取材班・著毎日新聞出版 012442372  007.3 /ｴ /

2 世界でいちばん簡単なPythonプログラミングのe本 金城 俊哉・著 秀和システム 012443305  007.6 /ｷ /

3 現場ですぐに使える!Pythonプログラミング逆引き大全357の極意金城 俊哉・著 秀和システム 012443297  007.6 /ｷ /

4 子どもの本から世界をみる 石井 郁子・著 かもがわ出版 012442281  019.5 /ｺ /

5 中年の本棚 荻原 魚雷・著 紀伊國屋書店 012443156  019.9 /ｵ /

6 本と体 高山 なおみ・著 KTC中央出版 012442950  019.9 /ﾀ /

7 現代哲学の最前線 仲正 昌樹・著 NHK出版 012443339  104 /ﾅ /

8 はじめての催眠術 漆原 正貴・著 講談社 012442430  145.4 /ｳ /

9 複業の思考法 酒井 潤・著 PHP研究所 012443206  159.4 /ｻ /

10 日本史ひと模様 本郷 和人・著 日経BP日本経済新聞出版本部012443313  210.0 /ﾎ /

11 イラストでよくわかる江戸時代の本 ミニマル・編著 彩図社 012442992  210.5 /ｲ /

12 ふだん着の寺田寅彦 池内 了・著 平凡社 012443099  289.1 /ﾃ /

13 地球の歩き方 J01 地球の歩き方編集室・編集ダイヤモンド・ビッグ社012442968  290.9 /ﾁ /

14 ふるさとの手帖 かつお・著 KADOKAWA 012443180  291.0 /ｶ /

15 40代からの街道歩き 大山街道編 成田街道編街道歩き委員会・著創英社 012443222  291.0 /ﾖ /

16 鎌倉 [2020] JTBパブリッシング 010942100  291.3 /ｶ /

17 親中派の崩壊 黄 文雄・著 徳間書店 012443263  302.2 /ｺ /

18 コロナ後の世界 ジャレド　ダイアモンド[ほか著]文藝春秋 012443032  304 /ｺ /

19 アフター・リベラル 吉田 徹・著 講談社 012442448  311.1 /ﾖ /

20 「意思決定」の科学 川越 敏司・著 講談社 012442455  331.1 /ｶ /

21 つくられた格差 エマニュエル　サエズ・著光文社 012442364  331.8 /ｻ /

22 「2020」後新しい日本の話をしよう 河合 雅司・著 講談社 012443321  334.3 /ｶ /

23 心理的安全性のつくりかた 石井 遼介・著 日本能率協会マネジメントセンター012443289  336.3 /ｲ /

24 ほめるのをやめよう 岸見 一郎・著 日経BP 012443131  336.3 /ｷ /

25 証券会社がなくなる日 浪川 攻・著 講談社 012442414  338.1 /ﾅ /

26 捨てられる銀行 4 橋本 卓典・著 講談社 012442406  338.2 /ﾊ /4 

27 ポストコロナの米中覇権とデジタル人民元 遠藤 誉・著 実業之日本社 012443198  338.9 /ｴ /

28 図解いちばん親切な年金の本 20-21年版 清水 典子・監修 ナツメ社 012443081  364.6 /ｽﾞ/20

29 おとなの週刊現代 2020Vol.4 講談社 012442984  367.7 /ｵ /20

30 おうち備蓄と防災のアイデア帖 島本 美由紀・著 パイインターナショナル012442356  369.3 /ｼ /

31 日本幽霊画紀行 堤 邦彦・著 三弥井書店 012442315  388.1 /ﾂ /

32 中野京子の西洋奇譚 中野 京子・著 中央公論新社 012442729  388.3 /ﾅ /

33 世界は幾何学で作られている アミーア　アレクサンダー・著柏書房 012443255  414.0 /ｱ /

34 円をめぐる冒険 アルフレッド　S.ポザマンティエ[著]紀伊國屋書店 012443248  414.1 /ﾎﾟ/

35 未来の医療年表 奥 真也・著 講談社 012442422  490.4 /ｵ /

36 放っておくとこわい症状大全 秋津 壽男・著 ダイヤモンド社 012442299  492 /ｱ /

37 よくわかる最新抗菌薬の基本と仕組み 深井 良祐・著 秀和システム 012442737  492.3 /ﾌ /

38 逆流性食道炎 文響社 012442307  493.4 /ｷﾞ/

39 家族・ケアスタッフとできる寝たきり知らず!奇跡のひざ裏のばし川村 明・著 世界文化社 012442745  498.3 /ｶ /

40 1日誰とも話さなくても大丈夫 鹿目 将至・著 双葉社 012443123  498.3 /ｶ /

41 もろくて、不確かな、「素の自分」の扱い方 細川 貂々・著 幻冬舎 012442752  498.3 /ﾎ /

42 たちどまって考える ヤマザキ マリ・著 中央公論新社 012443040  498.6 /ﾔ /

43 図解でわかるカーボンリサイクル エネルギー総合工学研究所・編著技術評論社 012442398  501.6 /ｽﾞ/

44 やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢 秀一・著 白夜書房 012442760  518.5 /ﾀ /

45 建築用語図鑑 西洋篇 杉本 龍彦・共著 オーム社 012442273  520 /ｹ /

46 電柱マニア 須賀 亮行・著 オーム社 012442380  544.1 /ｽ /
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47 私はわたし、80過ぎてもおしゃれは続く 木村 眞由美・著 KADOKAWA 012443446  589.2 /ｷ /

48 不安な時代の家計管理 林 總・著 すみれ書房 012443172  591 /ﾊ /

49 ちいさなお直し いわせ あさこ・著 池田書店 012442323  593.3 /ﾁ /

50 はじめてでも美しく作れるつまみ細工のアクセサリー かくた まさこ[著] ブティック社 012442778  594.6 /ｶ /

51 ファスナーポーチの型紙の本 越膳 夕香・著 日本ヴォーグ社 012442349  594.7 /ｺ /

52 力尽き美容 田中 愛・著 光文社 012443107  595 /ﾀ /

53 肌がきれいになる 石けんオフメイク研究会・著文藝春秋 012443230  595.5 /ﾊ /

54 沢村貞子の献立 料理・飯島奈美 飯島 奈美・著 リトルモア 012443453  596 /ｲ /

55 堤人美の旬を漬ける保存食 堤 人美・著 NHK出版 012442331  596 /ﾂ /

56 野菜はスープとみそ汁でとればいい 倉橋 利江・著 新星出版社 012442786  596.3 /ｸ /

57 ポリ袋で作るズボラさんの感動おやつ 梶 晶子・著 家の光協会 012442794  596.6 /ｶ /

58 志麻さんの気軽に作れる極上おやつ 志麻・著 マガジンハウス 012443065  596.6 /ｼ /

59 土地支配の系譜 濱本 満・著 東京図書出版 012443396  611.2 /ﾊ /

60 農のひと 金井 真紀・文と絵 左右社 012442802  615.7 /ｶ /

61 じじ猫くらし ふじひと・著 KADOKAWA 012443164  645.7 /ﾌ /

62 世界で一番美しいマンダラ図鑑 正木 晃・著 エクスナレッジ 012442919  702.0 /ﾏ /

63 大仏師運慶 塩澤 寛樹・著 講談社 012442927  712.1 /ｳ /

64 ニッポン脱力神さま図鑑 宮田 珠己・著 廣済堂出版 012443347  718 /ﾐ /

65 横山大観の全貌 足立美術館・監修 平凡社 012442935  721.9 /ﾖ /

66 日本の楽園島 三好 和義・著 青幻舎 012442810  748 /ﾐ /

67 金城次郎壺屋時代作品集 金城 次郎[作] 国書刊行会 012443149  751.1 /ｷ /

68 カミキィの<か和いい>季節のおりがみ カミキィ・著 日本文芸社 012442828  754.9 /ｶ /

69 クロマトピア デヴィッド　コールズ・著グラフィック社 012442943  757.3 /ｺ /

70 なんてことないよ。 内海 桂子・著 自由国民社 012442844  779.1 /ｳ /

71 我がままに生きる。 東海林 のり子[著] トランスワールドジャパン012443271  779.9 /ｼ /

72 「太らない」「疲れない」最高にシンプルな筋トレ 中野 ジェームズ修一・著大和書房 012442836  780.7 /ﾅ /

73 シークレット 綾辻 行人・著 光文社 012442182  910.2 /ｱ /

74 シルバー川柳 10 全国有料老人ホーム協会・編ポプラ社 012442869  911.4 /ｼ /10

75 回想のすすめ 五木 寛之・著 中央公論新社 012442539  914.6 /ｲﾂ/

76 新しい生活 曽野 綾子・著 ポプラ社 012442232  914.6 /ｿﾉ/

77 炉辺の風おと 梨木 香歩・著 毎日新聞出版 012442240  914.6 /ﾅｼ/

78 「山奥ニート」やってます。 石井 あらた・著 光文社 012443073  916 /ｲ /

79 ディディの傘 ファン ジョンウン・著 亜紀書房 012442257  929.1 /ﾌ /

80 アラバスターの手 A.N.L.マンビー・著 国書刊行会 012442265  933.7 /ﾏ /

81 まんがでわかるカミュ『ペスト』 小川 仁志・監修 宝島社 012443115  953.7 /ｶ /

82 転生!竹中半兵衛 [1] 青山 有・著 双葉社 012443362  F /ｱｵ/1 

83 転生!竹中半兵衛 2 青山 有・著 双葉社 012443354  F /ｱｵ/2 

84 半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤・著 講談社 012442075  F /ｲｹ/

85 鏡影劇場 逢坂 剛・著 新潮社 012442117  F /ｵｳ/

86 ワトソン力 大山 誠一郎・著 光文社 012442190  F /ｵｵ/

87 猫弁と星の王子 大山 淳子・著 講談社 012442067  F /ｵｵ/

88 極刑 小倉 日向・著 双葉社 012443214  F /ｵｸﾞ /

89 本好きの下剋上 第5部[3] 香月 美夜・著 TOブックス 012442877  F /ｶｽﾞ /5-3 

90 レジェンド 15 神無月 紅・著 KADOKAWA 012442885  F /ｶﾝ/15

91 私は女になりたい 窪 美澄・著 講談社 012442091  F /ｸﾎﾞ /

92 私の中にいる 黒澤 いづみ・著 講談社 012442083  F /ｸﾛ/
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93 同姓同名 下村 敦史・著 幻冬舎 012442166  F /ｼﾓ/

94 聖女の魔力は万能です 6 橘 由華・著 KADOKAWA 012442893  F /ﾀﾁ/6 

95 震雷の人 千葉 ともこ・著 文藝春秋 012442158  F /ﾁﾊﾞ /

96 真夜中のたずねびと 恒川 光太郎・著 新潮社 012442133  F /ﾂﾈ/

97 働く女子に明日は来る! 中澤 日菜子・著 小学館 012442109  F /ﾅｶ/

98 ニキ 夏木 志朋・著 ポプラ社 012442901  F /ﾅﾂ/

99 生まれつきの花 似鳥 鶏・著 河出書房新社 012442059  F /ﾆﾀ/

100 沖晴くんの涙を殺して 額賀 澪・著 双葉社 012442216  F /ﾇｶ/

101 やがて訪れる春のために はらだ みずき・著 新潮社 012442141  F /ﾊﾗ/

102 乳房のくにで 深沢 潮・著 双葉社 012442224  F /ﾌｶ/

103 お誕生会クロニクル 古内 一絵・著 光文社 012442174  F /ﾌﾙ/

104 売国のテロル 穂波 了・著 早川書房 012442208  F /ﾎﾅ/

105 おいしいコーヒーのいれ方 Second Season7村山 由佳・著 集英社 012443370  F /ﾑﾗ/2-7 

106 おいしいコーヒーのいれ方 Second Season8村山 由佳・著 集英社 012443388  F /ﾑﾗ/2-8 

107 ちよぼ 諸田 玲子・著 新潮社 012442125  F /ﾓﾛ/

108 素手のふるまい 鷲田 清一・著 朝日新聞出版 012443057 B704 /ﾜ /

109 ロボット・イン・ザ・ファミリー デボラ　インストール・著小学館 012442588 B933.7 /ｲ /

110 グッド・ドーター 上 カリン　スローター・著ハーパーコリンズ・ジャパン012442604 B933.7 /ｽ /1 

111 グッド・ドーター 下 カリン　スローター・著ハーパーコリンズ・ジャパン012442612 B933.7 /ｽ /2 

112 歴史は不運の繰り返し ジョディ　テイラー・著早川書房 012442497 B933.7 /ﾃ /

113 夏がくれた永遠 ペニー　ジョーダン・著ハーパーコリンズ・ジャパン012443412 B933.7 /ﾅ /

114 サイバー・ショーグン・レボリューション 上 ピーター　トライアス・著早川書房 012442471 B933.7 /ﾋﾟ/1 

115 サイバー・ショーグン・レボリューション 下 ピーター　トライアス・著早川書房 012442489 B933.7 /ﾋﾟ/2 

116 老いた男 トマス　ペリー・著 早川書房 012442513 B933.7 /ﾍﾟ/

117 その裁きは死 アンソニー　ホロヴィッツ・著東京創元社 012442596 B933.7 /ﾎ /

118 美しき女アコン人 H.G.エーヴェルス・著 早川書房 012442505 B943.7 /ｴ /

119 娘を呑んだ道 スティーナ　ジャクソン・著小学館 012442620 B949.8 /ｼﾞ/

120 オルラ/オリーヴ園 モーパッサン・著 光文社 012442638 B953.6 /ﾓ /

121 焦茶色のナイトガウン 赤川 次郎・著 光文社 012442646 BF /ｱｶ/

122 悪魔のささやき、天使の寝言 赤川 次郎[著] 角川書店 012443438 BF /ｱｶ/

123 泥棒たちの黙示録 赤川 次郎・著 徳間書店 012443420 BF /ｱｶ/

124 夜の声を聴く 宇佐美 まこと・著 朝日新聞出版 012442547 BF /ｳｻ/

125 平安謎解き歌ごよみ 遠藤 遼・著 双葉社 012443008 BF /ｴﾝ/

126 汝(きみ)よさらば 4 門田 泰明・著 祥伝社 012442653 BF /ｶﾄﾞ /4 

127 ヘヴィーオブジェクト 天を貫く欲望の槍 鎌池 和馬[著] KADOKAWA 012442661 BF /ｶﾏ/

128 アクセル・ワールド 25 川原 礫[著] KADOKAWA 012442679 BF /ｶﾜ/25

129 夢屋台なみだ通り 倉阪 鬼一郎・著 光文社 012443024 BF /ｸﾗ/

130 ほろほろおぼろ豆腐 坂井 希久子・著 角川春樹事務所 012442687 BF /ｻｶ/

131 魔法科高校の劣等生 32 佐島 勤[著] KADOKAWA 012442695 BF /ｻﾄ/32

132 異聞浪人記 滝口 康彦・著 河出書房新社 012442554 BF /ﾀｷ/

133 神様たちのお伊勢参り 8 竹村 優希・著 双葉社 012442976 BF /ﾀｹ/8 

134 ジョン・ディクスン・カーの最終定理 柄刀 一・著 東京創元社 012442562 BF /ﾂｶ/

135 始まりはジ・エンド 新津 きよみ・著 双葉社 012442703 BF /ﾆｲ/

136 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 15 伏見 つかさ[著] KADOKAWA 012442711 BF /ﾌｼ/15

137 冥府からの刺客 藤井 邦夫・著 光文社 012443016 BF /ﾌｼﾞ /

138 不在者 松下 麻理緒・著 小学館 012442570 BF /ﾏﾂ/
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139 黒猫と歩む白日のラビリンス 森 晶麿・著 早川書房 012442521 BF /ﾓﾘ/

140 軍旗はためく下に 結城 昌治・著 中央公論新社 012443404 BF /ﾕｳ/

141 社会を知るためには 筒井 淳也・著 筑摩書房 021325782  304 /ﾂ /

142 珪藻美術館 奥 修・文　写真 福音館書店 220285795  473 /ｵ /

143 珪藻美術館 奥 修・文　写真 福音館書店 220285787  473 /ｵ /

144 世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし 伊藤 彰浩・写真 少年写真新聞社 021325816  489 /ｲ /

145 希望、きこえる? 榮谷 明子・著 汐文社 021325931  699 /ｻ /

146 きかんしゃトーマスGO!GO!大図鑑 ポプラ社 021325824  726 /ｵ /

147 モーツァルト 岡田 暁生・著 筑摩書房 021325790  762 /ﾓ /

148 うみのとしょかん あらしがやってきた 葦原 かも・作 講談社 021325881  913 /ｱ /

149 とどけ、サルハシ! 葦原 かも・作 小峰書店 021325899  913 /ｱ /

150 ようかいとりものちょう乙 12 大崎 悌造・作 岩崎書店 021325832  913 /ｵ /12

151 サード・プレイス ささき あり・作 フレーベル館 021325907  913 /ｻ /

152 ホオズキくんのオバケ事件簿 3 富安 陽子・作 ポプラ社 021325857  913 /ﾄ /3 

153 妖怪の子預かります 6 廣嶋 玲子・作 東京創元社 021325840  913 /ﾋ /6 

154 絶体絶命ゲーム 8 藤 ダリオ・作 KADOKAWA 021325808  913 /ﾌ /8 

155 神様のパッチワーク 山本 悦子・作 ポプラ社 021325915  913 /ﾔ /

156 はりねずみともぐらのふうせんりょこう アリソン　アトリー・作福音館書店 220285639  933 /ｱ /

157 紙の心 エリーザ　プリチェッリ　グエッラ・作岩波書店 220285621  973 /ﾌﾟ/

158 おたすけこびととおべんとう なかがわ ちひろ・文 徳間書店 220285696  E /ｺ /

159 おとうふ2ちょう くろだ かおる・さく ポプラ社 021325873  E /ﾀ /

160 オバケ！ホント？ 岡田善敬・さく 福音館書店 220285803  E /ｵ /

161 オバケ！ホント？ 岡田善敬・さく 福音館書店 220285837  E /ｵ /

162 オバケ！ホント？ 岡田善敬・さく 福音館書店 220285829  E /ｵ /

163 オバケ！ホント？ 岡田善敬・さく 福音館書店 220285845  E /ｵ /

164 オバケ！ホント？ 岡田善敬・さく 福音館書店 220285811  E /ｵ /

165 ガラクタどうぶつこうえん 古川タク・さく 福音館書店 220285894  E /ﾌ /

166 ガラクタどうぶつこうえん 古川タク・さく 福音館書店 220285886  E /ﾌ /

167 ガラクタどうぶつこうえん 古川タク・さく 福音館書店 220285878  E /ﾌ /

168 ガラクタどうぶつこうえん 古川タク・さく 福音館書店 220285860  E /ﾌ /

169 ぎんいろぴかぴか 黒崎 美穂・文 福音館書店 220285548 ZE /ﾏ /20-10 

170 こぎつねとみつばち こじま さとみ・さく 福音館書店 220285555 ZE /ｺ /20-10 

171 サディがいるよ サラ　オレアリー・文 福音館書店 220285761  E /ﾓ /

172 サディがいるよ サラ　オレアリー・文 福音館書店 220285779  E /ﾓ /

173 しょうぼうしのくまさん フィービ　ウォージントン・さく　え福音館書店 220285613  E /ｳ /

174 しょうぼうしのくまさん フィービ　ウォージントン・さく　え福音館書店 220285605  E /ｳ /

175 ゾウとともだちになったきっちゃん 入江 尚子・文 福音館書店 220285746  E /ｱ /

176 ゾウとともだちになったきっちゃん 入江 尚子・文 福音館書店 220285753  E /ｱ /

177 だれかなぁ? みやにし たつや・作　絵鈴木出版 021325923  E /ﾐ /

178 とってください 福知 伸夫・さく 福音館書店 220285704  E /ﾌ /

179 とってください 福知 伸夫・さく 福音館書店 220285712  E /ﾌ /

180 トラといっしょに ダイアン　ホフマイアー・文徳間書店 220285688  E /ﾎ /

181 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう・さく福音館書店 220285738  E /ﾔ /

182 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう・さく福音館書店 220285720  E /ﾔ /

183 はんぶんこ 杜 今日子・さく 福音館書店 220285514 ZE /ﾓ /20-10 

184 ヒゲタさん 山西 ゲンイチ・作　絵徳間書店 220285662  E /ﾔ /



新着資料一覧表(9月19日～9月25日）

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

185 ひろいひろいひろいせかいに ルイス　スロボドキン・作偕成社 220285654  E /ｽ /

186 ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおか たつひで・作　絵童心社 220285670  E /ﾏ /

187 ボートやのくまさん フィービ　ウォージントン・さく　え福音館書店 220285589  E /ｳ /

188 ボートやのくまさん フィービ　ウォージントン・さく　え福音館書店 220285597  E /ｳ /

189 ほしのこども メム　フォックス・文 岩波書店 220285647  E /ﾌﾞ/

190 まほうのあめだま 安房 直子・作 金の星社 021325865  E /ｲ /

191 わたしてじなし 佐々木 マキ[作] 福音館書店 220285522 ZE /ｻ /20-10 

192 光の正体 江馬 一弘・文 福音館書店 220285571 Z425 /ｴ /

193 うきくさ 野坂 勇作・さく 福音館書店 220285563 ZE4/ﾉ /20-10 

194 ボートにのろうよ 杉田 比呂美・さく 福音館書店 220285530 ZE7/ｽ /20-10 

195 住民基本台帳人口・世帯数表 令和2年版 国土地理協会 012442463 R358.1 /ｼﾞ/20

196 色と形で見わけ海・川・湖沼で楽しむ釣魚図鑑 豊田 直之・著 ナツメ社 012442851 R787.1 /ﾄ /

197 ガラクタどうぶつこうえん 古川タク・さく 福音館書店 220285852  E /ﾌ /


