
【新着本リスト／一般】2020.10.3

書名 巻次 著者名 出版者 資料コード

はじめてのＡＩ 土屋　誠司∥著 創元社 007.1 ﾂ 101858934

ＳＮＳ暴力 毎日新聞取材班∥著 毎日新聞出版 007.3 101857720

ＩＴエンジニアがときめく自動化の魔法 増井　敏克∥著 ソシム 007.6 ﾏ 101858926

本のリストの本 南陀楼綾繁∥著 創元社 019.0 101858892

子どもの本から世界をみる 石井　郁子∥著 かもがわ出版 019.5 101857589

絶景本棚 2 本の雑誌編集部∥編 本の雑誌社 024.9 2 101858884

複雑性トラウマ・愛着・解離がわかる本 アナベル　ゴンザレス∥著 日本評論社 146.8 ｺ 101858876

やさしい神さまのお話 中田　香織∥著 百万年書房 167.8 ﾅ 101858843

新解釈現代語訳法華経 石原　慎太郎∥著 幻冬舎 183.3 ｲ 101857811

天使と人の文化史 ピーター　スタンフォード∥著 原書房 191.5 ｽ 101858835

「宗教」で読み解く世界史 宇山　卓栄∥著 日本実業出版社 209 ｳ 101858827

楕円の日本 山折　哲雄∥著 藤原書店 210.0 ﾔ 101858819

企業として見た戦国大名 真山　知幸∥著 彩図社 210.4 ﾏ 101858801

海軍兵と戦争 宮島　孝男∥著 南方新社 210.7 ﾐ 101858793

越前中世城郭図面集 2 佐伯　哲也∥著 桂書房 214.4 ｻ 2 101858959

朝鮮半島を日本が領土とした時代 糟谷　憲一∥著 新日本出版社 221.0 ｶ 101858785

世界は女性が変えてきた ケイト　ホッジス∥著 東京書籍 280.4 ﾎ 101858777

悪党たちの大英帝国 君塚　直隆∥著 新潮社 283.3 ｷ 101858769

大図鑑旗章の世界史 苅安　望∥著 山川出版社 288.9 ｶ 101858751

おべんとうの時間がきらいだった 阿部　直美∥著 岩波書店 289.1 ｱ 101859148

ちょっとケニアに行ってくる 池田　正夫∥著 彩流社 289.1 ｲ 101858744

天神様の正体 森　公章∥著 吉川弘文館 289.1 ﾓ 101857886

新・五代友厚伝 八木　孝昌∥著 ＰＨＰ研究所 289.1 ﾔ 101858736

はじめての渋沢栄一 渋沢研究会∥編 ミネルヴァ書房 289.1 101857787

目の見えない私がヘレン・ケラーにつづる怒りと愛をこめた一方的な手紙 ジョージナ　クリーグ∥著 フィルムアート社 289.3 ｸ 101858728

るるぶ群馬 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 291.3 21 101858710

るるぶ京都奈良社寺めぐり 〔２０２０〕 ＪＴＢパブリッシング 291.6 20 101858702

るるぶ山陰 ’２１ ＪＴＢパブリッシング 291.7 21 101858694

ザンビアを知るための５５章 島田　周平∥編著 明石書店 302.4 101858686

ブラック・ライヴズ・マター 河出書房新社 316.8 101858678

危険物法令の早わかり 神戸市消防局予防部危険物保安課∥監修 東京法令出版 317.7 101858660

新解説世界憲法集 初宿　正典∥編 三省堂 323 101858652

わかりやすい不動産登記簿の見方・読み方 日本法令不動産登記研究会∥編 日本法令 324.8 101859056

最新会社の倒産しくみと手続き 森　公任∥監修 三修社 325.2 101857621

つくられた格差 エマニュエル　サエズ∥著 光文社 331.8 ｻ 101857712

どうして僕たちは、あんな働き方をしていたんだろう？ 河野　英太郎∥著 ダイヤモンド社 336 ｺ 101858603

ＫＰＩ大全 グロービス∥著 東洋経済新報社 336 101858595

オフィスの業務改善１００の法則 松井　順一∥著 日本能率協会マネジメントセンター 336.2 ﾏ 101858579

リモートワーク リセット　サザーランド∥著 明石書店 336.4 ｻ 101859049

テレワークでも成果を上げる仕事術 安留　義孝∥著 マイナビ出版 336.4 ﾔ 101859064

会計ソフトのすき間を埋める経理のＥｘｃｅｌ仕事術 羽毛田　睦土∥著 技術評論社 336.9 ﾊ 101858561

人はなぜ「自由」から逃走するのか 仲正　昌樹∥著 ベストセラーズ 361.4 ﾅ 101858553

ビリオネア・インド ジェイムズ　クラブツリー∥著 白水社 361.8 ｸ 101858546

背ラベル
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リッチな人々 ミシェル　パンソン∥原案 花伝社 361.8 ﾓ 101859031

すぐに役立つ暮らしのセーフティネット！失業等給付・職業訓練・生活保護・給付金のしくみと手続き 森島　大吾∥監修 三修社 364.7 101857639

３３の悩みと答えの深い森。 奥野　武範∥構成　文 青幻舎 366.2 ｵ 101858538

Ｑ＆Ａ「職場のハラスメント」アウト・セーフと防止策 布施　直春∥著 中央経済社 366.3 ﾌ 101858512

職場のいじめとパワハラ防止のヒント 涌井　美和子∥著 産労総合研究所出版部経営書院 366.3 ﾜ 101858520

＃ＫｕＴｏｏ 石川　優実∥著 現代書館 367.2 ｲ 101859114

これからの男の子たちへ 太田　啓子∥著 大月書店 367.5 ｵ 101857837

ルポ車上生活 ＮＨＫスペシャル取材班∥著 宝島社 368.2 101858504

コータリン＆サイバラの介護の絵本 神足　裕司∥著 文藝春秋 369.0 ｺ 101858496

障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今できること 鹿野　佐代子∥著 ＰＨＰ研究所 369.2 ｼ 101857704

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 369.3 ｼ 101857670

おはなしおばさんのおはなし春夏秋冬 藤田　浩子∥語り 読書サポート 376.1 ﾌ 101858470

幻のアフリカ納豆を追え！ 高野　秀行∥著 新潮社 383.8 ﾀ 101858462

フィッシュ・アンド・チップスの歴史 パニコス　パナイー∥著 創元社 383.8 ﾊ 101857753

古代の食生活 吉野　秋二∥著 吉川弘文館 383.8 ﾖ 101857878

心のこもった葬儀・法要のあいさつと手紙マナー＆文例集 杉本　祐子∥著 主婦の友社 385.6 ｽ 101859247

魔女 ドミニク　フゥフェル∥著 グラフィック社 387 ﾌ 101859023

日本幽霊画紀行 堤　邦彦∥著 三弥井書店 388.1 ﾂ 101857613

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 414.0 ｱ 101858454

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 414.1 ﾎ 101858447

これからの時代を生き抜くための生物学入門 五箇　公一∥著 辰巳出版 460.4 ｺ 101858439

温暖化で日本の海に何が起こるのか 山本　智之∥著 講談社 468.8 ﾔ 101858991

看取りのプロに学ぶ幸せな逝き方 佐藤　陽∥著 朝日新聞出版 490.1 ｻ 101857688

２千人を看取ってきた臨終医が教えるみんなが幸せになる最高の逝き方 志賀　貢∥著 ＰＨＰ研究所 490.1 ｼ 101859221

はじめてのアーユルヴェーダ ＨＩＫＡＲＵ∥著 主婦の友社 490.9 ﾋ 101858421

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 492 ｱ 101857597

誰が命を救うのか 鍋島　塑峰∥著 論創社 493.19 ﾅ 101858413

逆流性食道炎 文響社 493.44 101857605

バセドウ病・橋本病 伊藤　公一∥監修 高橋書店 493.49 101858405

狂気の歴史 ミシェル　フーコー∥著 新潮社 493.76 ﾌ 101859213

女性のための発達障害の基礎知識 宮尾　益知∥著 河出書房新社 493.76 ﾐ 101858397

「噛む」からはじめる「食育の新常識」 高齢者＆介護ケア編 中野　智子∥著 徳間書店 498.5 ﾅ 101858389

「脱炭素化」はとまらない！ 江田　健二∥共著 成山堂書店 501.6 101858371

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 501.6 101857746

地下世界をめぐる冒険 ウィル　ハント∥著 亜紀書房 510 ﾊ 101858363

建設業界のしくみとビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書 降籏　達生∥著 技術評論社 510.9 ﾌ 101858355

楽しい公共空間をつくるレシピ 平賀　達也∥編著 ユウブックス 518.8 101859205

建築用語図鑑 西洋篇 杉本　龍彦∥共著 オーム社 520 101857563

エコハウスのウソ 2 前　真之∥著 日経ＢＰ 527 ﾏ 2 101858348

住まいの生命力 住総研清水組『住宅建築図集』現存住宅調査研究委員会∥編 柏書房 527.0 101859072

電柱マニア 須賀　亮行∥著 オーム社 544.1 ｽ 101857738

ハイレゾの教科書 土方　久明∥監修 ステレオサウンド 547.3 101859262

はじめてのホームページ・ビルダー２２ 桑名　由美∥著 秀和システム 547.4 ｸ 101858900

実用書
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初心者からちゃんとしたプロになるＨＴＭＬ＋ＣＳＳ実践講座 相原　典佳∥共著 エムディエヌコーポレーション 547.4 101858918

孫の顔が見たい！はじめてのスマホでビデオ通話 扶桑社スマホ向上委員会∥編 扶桑社 547.4 101857829

万物創生をはじめよう ジャロン　ラニアー∥〔著〕 みすず書房 548.0 ﾗ 101859155

よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 佐藤　淳一∥著 秀和システム 549.8 ｻ 101858322

椅子クラフトはなぜ生き残るのか 坂井　素思∥著 左右社 583.7 ｻ 101859106

日本ワインの夜明け 仲田　道弘∥著 創森社 588.5 ﾅ 101858306

丸林さんちの家具づくりＤＩＹレシピ 丸林さんち∥著 ブティック社 592.7 101858298

ちいさなお直し いわせ　あさこ∥著 池田書店 593.3 101857647

北欧ノート　（青木和子の刺しゅう） 青木　和子∥著 文化学園文化出版局 594.2 ｱ 101859387

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 594.7 ｺ 101857662

堤人美の旬を漬ける保存食 堤　人美∥著 ＮＨＫ出版 596 ﾂ 101857654

バーの主人がひっそり味わってきた酒呑み放浪記 間口　一就∥著 秀和システム 596.04 ﾏ 101858280

ギリシャのごはん アナグノストゥ直子∥文　写真 イカロス出版 596.23 ｱ 101858272

はじめよう！ノンアルコール 岩倉　久恵∥〔ほか著〕 柴田書店 596.7 101858264

ビジネスパーソンの新・兼業農家論 井本　喜久∥〔著〕 クロスメディア・パブリッシング 611.7 ｲ 101858231

おうちでとれたて野菜 河村　毬子∥著 河出書房新社 626.9 ｶ 101858215

猫はあくびで未来を描く 『ねこ新聞』編集部∥監修 竹書房 645.7 101858207

ニトリの働き方 似鳥　昭雄∥著 大和書房 673.7 ﾆ 101858199

あたらしい、あしらい。 ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ∥著 ソシム 674.3 ｲ 101858181

仕事に「好き」を、混ぜていく。 電通Ｂチーム∥著 翔泳社 674.4 101859098

芸術祭の危機管理 吉田　隆之∥著 水曜社 709.1 ﾖ 101859197

ホビット アラン　リー∥著 原書房 726.5 ﾘ 101858165

内なる町から来た話 ショーン　タン∥著 河出書房新社 726.6 ﾀ 101858157

最初に夜を手ばなした 椿　冬華∥著 マガジンハウス 726.6 ﾂ 101857845

ＤＪをはじめるための本 ＥＤＩＴ　ＩＮＣ．∥著 リットーミュージック 763.9 101858140

近代日本のジャズセンセーション 青木　学∥著 青弓社 764.7 ｱ 101858132

ちあきなおみ沈黙の理由 古賀　慎一郎∥著 新潮社 767.8 ｺ 101858124

ＫＯＮ’Ｓ　ＴＯＮＥ 今　敏∥著 復刊ドットコム 778.7 ｺ 101858116

卓球王水谷隼終わりなき戦略 水谷　隼∥著 卓球王国 783.6 ﾐ 101858090

サラリーマン球団社長 清武　英利∥著 文藝春秋 783.7 ｷ 101858082

スキーオフトレ実践バイブル 久慈　修∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 784.3 101858074

焚き火の本 猪野　正哉∥著 山と溪谷社 786 ｲ 101857571

ソロトレッキングの登山術 長谷川　治宏∥著 文芸社 786.1 ﾊ 101859171

水指 淡交社 791.5 101859163

並べるだけで強くなる虎丸の自選自解好局集 芝野　虎丸∥著 講談社 795 ｼ 101858066

東大ナゾトレ ＳＥＡＳＯＮ２第４巻 松丸　亮吾∥監修 扶桑社 798 2-4 101859270

メガドライブコンプリートガイドデラックスｗｉｔｈマークⅢ レトロゲーム愛好会∥編 主婦の友インフォス 798.5 101858058

天声人語 ２０２０夏 朝日新聞論説委員室∥編 原書房 837 20-2 101857860

シークレット 綾辻　行人∥著 光文社 910.3 ｱ 101857472

軍記物語講座 第２巻 松尾　葦江∥編 花鳥社 913.4 2 101858967

軍記物語講座 第３巻 松尾　葦江∥編 花鳥社 913.4 3 101859288

軍記物語講座 第４巻 松尾　葦江∥編 花鳥社 913.4 4 101858975

実用書
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半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸　潤∥著 講談社 F ｲｹ 101857365

鏡影劇場 逢坂　剛∥著 新潮社 F ｵｳ 101857407

ワトソン力 大山　誠一郎∥著 光文社 F ｵｵ 101857480

猫弁と星の王子 大山　淳子∥著 講談社 F ｵｵ 101857357

恐ろしくきれいな爆弾 越智　月子∥著 小学館 F ｵﾁ 101858017

私は女になりたい 窪　美澄∥著 講談社 F ｸﾎ 101857381

私の中にいる 黒澤　いづみ∥著 講談社 F ｸﾛ 101857373

同姓同名 下村　敦史∥著 幻冬舎 F ｼﾓ 101857456

震雷の人 千葉　ともこ∥著 文藝春秋 F ﾁﾊ 101857449

真夜中のたずねびと 恒川　光太郎∥著 新潮社 F ﾂﾈ 101857423

働く女子に明日は来る！ 中澤　日菜子∥著 小学館 F ﾅｶ 101857399

Ｃｏｃｏｏｎ 5 夏原　エヰジ∥著 講談社 F ﾅﾂ 5 101858009

生まれつきの花 似鳥　鶏∥著 河出書房新社 F ﾆﾀ 101857340

沖晴くんの涙を殺して 額賀　澪∥著 双葉社 F ﾇｶ 101857506

やがて訪れる春のために はらだ　みずき∥著 新潮社 F ﾊﾗ 101857431

乳房のくにで 深沢　潮∥著 双葉社 F ﾌｶ 101857514

アスク・ミー・ホワイ 古市　憲寿∥著 マガジンハウス F ﾌﾙ 101857993

お誕生会クロニクル 古内　一絵∥著 光文社 F ﾌﾙ 101857464

売国のテロル 穂波　了∥著 早川書房 F ﾎﾅ 101857498

ＧＥＮＥＳｉＳ 3 東京創元社 913.6 3 101857985

新しい生活 曽野　綾子∥著 ポプラ社 914.6 ｿ 101857522

炉辺の風おと 梨木　香歩∥著 毎日新聞出版 914.6 ﾅ 101857530

ニッポンの違和感 松尾　貴史∥著 毎日新聞出版 914.6 ﾏ 101857977

愚行の賦 四方田　犬彦∥著 講談社 914.6 ﾖ 101857951

本とあるく旅 森　まゆみ∥著 産業編集センター 915.6 ﾓ 101857969

コロナ禍日記 植本　一子∥著 タバブックス 916 101857944

妄想国語辞典 2 野澤　幸司∥著 扶桑社 917 ﾉ 2 101857936

幻想小説とは何か 三島　由紀夫∥著 平凡社 918.6 ﾐ 101857928

優しい暴力の時代 チョン　イヒョン∥著 河出書房新社 929.1 ﾁ 101857902

ディディの傘 ファン　ジョンウン∥著 亜紀書房 929.1 ﾌ 101857548

アラバスターの手 Ａ．Ｎ．Ｌ．マンビー∥著 国書刊行会 933.7 ﾏ 101857555

ナポレオンじいちゃんとぼくと永遠のバラクーダ パスカル　リュテル∥著 小学館 953.7 ﾘ 101857910

神話の密室　 （天久鷹央の事件カルテ６） 知念　実希人∥著 新潮社 B F ﾁﾈ 101859254

波紋　（剣客商売１３） 池波　正太郎∥著 新潮社 B F ｲｹ 101859395

死の教科書　心が晴れる４８のヒント 五木　寛之∥著 宝島社 S 114.2 ｲ 101857894

性格とは何か　より良く生きるための心理学 小塩　真司∥著 中央公論新社 S 141.9 ｵ 101859007

香港デモ戦記 小川　善照∥著 集英社 S 312.2 ｵ 101859130

サーキュラー・エコノミー　企業がやるべきＳＤＧｓ実践の書 中石　和良∥著 ポプラ社 S 519.1 ﾅ 101858983

日本の戦争映画 春日　太一∥著 文藝春秋 S 778.2 ｶ 101859015

リモートワークの日本語　最新オンライン仕事術 石黒　圭∥著 小学館 S 809.6 ｲ 101859080

日本文学

文庫

新書

海外文学
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東京ひとり散歩 池内　紀∥著 埼玉福祉会 L 915.6 ｲ 101859403

ちよぼ 諸田　玲子∥著 新潮社 K F ﾓﾛ 101857415

泉鏡花〈観念・人世〉傑作選 泉　鏡花∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ K F ｲｽ 101858025

地域経済総覧 2021 東洋経済新報社 R 330.5 21 101857779

大きな字の常用漢和辞典 石井　庄司∥編 学研プラス R 813.2 ｲ 101858041

コンサイスカタカナ語辞典 三省堂編修所∥編 三省堂 R 813.7 101858033

子育てベスト１００ 加藤　紀子∥著 ダイヤモンド社 379.9 ｶ 101859122

親子で取り組む作文教室 山口　拓朗∥著 日本能率協会マネジメントセンター 379.9 ﾔ 101859239

子どもにいいこと大全 主婦の友社∥編 主婦の友社 498.7 101857803

こんぶ日記 2 こんぶ∥著 大和書房 599.0 ｺ 2 101858256

手づかみ離乳食 田角　勝∥著 合同出版 599.3 ﾀ 101857696

生きる力が育つ！あそびベスト５３ 久保田　競∥総監修 主婦の友社 781.9 101858108

ようこそ北斎の世界へ 日野原　健司∥著 東京美術 ① 721.8 ﾋ 101858173

「女性ひとり起業」スタートＢＯＯＫ 小谷　晴美∥著 コスミック出版 ① 335 ｺ 101858645

なぜ、あそこの６次産業化はうまくいくのか？ 井上　嘉文∥著 大学教育出版 ① 611.7 ｲ 101858223

会社をたたむな！ 森井　将経∥著 明日香出版社マイブック出版室 ③ 336 ﾓ 101858611

小さな会社の〈人と組織を育てる〉業務マニュアルのつくり方 工藤　正彦∥著 日本実業出版社 ⑤ 336.2 ｸ 101858587

倒産のリアル 山崎　誠∥著 エイチエス ⑦ 335.1 ﾔ 101858637

「事業承継法」入門 鈴木　龍介∥編著 中央経済社 ⑦ 335.3 ｽ 101858629

動かして学ぶ量子コンピュータプログラミング Ｅｒｉｃ　Ｒ．Ｊｏｈｎｓｔｏｎ∥著 オライリー・ジャパン IT 007.1 101858942

設計の業務課題って、どない解決すんねん！ 設計工学編 春山　周夏∥著 日刊工業新聞社 もの 531.9 ﾊ 101858330

食品工場の生産技術 弘中　泰雅∥著 日刊工業新聞社 もの 588.0 ﾋ 101858314

会社四季報業界地図 ２０２１年版 東洋経済新報社∥編 東洋経済新報社 就活② 602.1 21 101858249

大塚康生画集 大塚　康生∥著 玄光社 778.7 ｵ 101859189

一人暮らしパラダイス 弘兼　憲史∥著 大和書房 ① 159.7 ﾋ 101858850

弘兼流「老春時代」を愉快に生きる 弘兼　憲史∥著 海竜社 ① 159.7 ﾋ 101858868

シニアの１，２分間運動不足解消体操５０ 斎藤　道雄∥著 黎明書房 ④ 369.2 ｻ 101858488

子育て支援

外国語図書

ビジネス支援

就職・転職活動支援

いきいきライフコーナー

米林宏昌監督コーナー

大活字

郷土資料

参考資料


