
【新着本リスト／一般】2020.10.31

書名 巻次 著者名 出版者 資料コード

わたしのノートの使い方 ＫＡＤＯＫＡＷＡライフスタイル統括部∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 002.7 101864791

忖度しません 斎藤　美奈子∥著 筑摩書房 019.9 ｻ 101864080

《時間（とき）》のかたち 伊藤　徹∥著 堀之内出版 112 ｲ 101864775

どんな怒りも６秒でなくなる 安藤　俊介∥著 リベラル社 141.6 ｱ 101864767

モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと 奥野　克巳∥著 亜紀書房 163.3 ｵ 101864759

一冊でわかる戦国時代 大石　学∥監修 河出書房新社 210.4 101864742

難民たちの日中戦争 芳井　研一∥著 吉川弘文館 222.0 ﾖ 101864171

ポーランドの歴史を知るための５５章 渡辺　克義∥編著 明石書店 234.9 ﾜ 101864734

〈現代語訳〉ベスト・オブ・渋沢栄一 渋沢　栄一∥著 ＮＨＫ出版 289.1 ｼ 101864726

李登輝 早川　友久∥著 ビジネス社 289.2 ﾊ 101864072

バナナ王サミュエル・ザムライ伝 リッチ　コーエン∥著 パンローリング 289.3 ｺ 101864718

もてなしとごちそう 中村　安希∥著 大和書房 290.9 ﾅ 101864700

三頭の虎はひとつの山に棲めない マイケル　ブース∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 291.0 ﾌ 101864692

人間の土地へ 小松　由佳∥著 集英社インターナショナル 302.2 ｺ 101864684

京大よ、還せ 松島　泰勝∥編著 耕文社 316.8 101864676

地方選 常井　健一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 318 ﾄ 101864668

最新世界紛争地図 パスカル　ボニファス∥〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 319 ﾎ 101864650

反日種族主義との闘争 李　栄薫∥編著 文藝春秋 319.2 ｲ 101864643

いまはそれアウトです！ 菊間　千乃∥著 アスコム 320.4 ｷ 101864635

おひとり様の相続〈４つの対策〉 松田　真紀子∥著 ぱる出版 324.7 ﾏ 101864627

あの日、ジュバは戦場だった 小山　修一∥著 文藝春秋 329.5 ｺ 101864619

カンボジア自転車プロジェクト 安田　勝也∥著 新評論 333.8 ﾔ 101864601

ＰＦＩのファイナンス実務 民間資金等活用事業推進機構∥編著 中央経済社 335.7 101864593

おうち仕事術 戸田　覚∥著 翔泳社 336 ﾄ 101863942

１冊でわかる！経理のテレワーク 原　幹∥著 中央経済社 336.9 ﾊ 101864585

消える地銀　生き残る地銀 野崎　浩成∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 338.6 ﾉ 101864007

コロナ移住のすすめ 藻谷　ゆかり∥著 毎日新聞出版 365.3 ﾓ 101864577

モテないけど生きてます ぼくらの非モテ研究会∥編著 青弓社 367.5 101864569

介護職員を利用者・家族によるハラスメントから守る本 宮下　公美子∥著 日本法令 369.2 ﾐ 101864551

大学という理念 吉見　俊哉∥著 東京大学出版会 377.0 ﾖ 101864544

お葬式の言葉と風習 高橋　繁行∥著 創元社 385.6 ﾀ 101863850

ここまでできる自衛隊 稲葉　義泰∥著 秀和システム 392.1 ｲ 101863876

量子力学の奥深くに隠されているもの ショーン　キャロル∥著 青土社 421.3 ｷ 101864510

怖くて眠れなくなる化学 左巻　健男∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 430.4 ｻ 101864502

宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人 エドワード　ブルック＝ヒッチング∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 440.2 ﾌ 101864064

リアルサイズ古生物図鑑 新生代編 土屋　健∥著 技術評論社 457 ﾂ 101864494

ＬＩＦＥＳＰＡＮ デビッド　Ａ．シンクレア∥著 東洋経済新報社 491.3 ｼ 101864023

遺伝子 ＮＨＫスペシャル「人体」取材班∥編 医学書院 491.6 101864486

寄生虫のはなし 永宗　喜三郎∥編 朝倉書店 491.9 101863819

不整脈　心房細動・期外収縮 文響社 493.23 101863835

いちばんわかりやすい過敏性腸症候群 伊藤　克人∥監修 河出書房新社 493.46 101864478

私の夫は発達障害？ 真行　結子∥著 すばる舎 493.76 ｼ 101863926

股関節痛　変形性股関節症 文響社 494.77 101863827

前立腺がん病後のケアと食事 頴川　晋∥監修 法研 494.96 101863843

がん研有明病院婦人科最新治療ガイド 金尾　祐之∥著 新興医学出版社 495.43 ｶ 101864056

科学的に正しい食品の大百科 ニュートンプレス 498.51 101864460

武漢封城（ロックダウン）日記 郭　晶∥著 潮出版社 498.6 ｶ 101864452

定点観測新型コロナウイルスと私たちの社会 ２０２０年前半 森　達也∥編著 論創社 498.6 ﾓ 20-1 101864445

ＭＯＲＥ　ｆｒｏｍ　ＬＥＳＳ アンドリュー　マカフィー∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 519 ﾏ 101864437
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災害に負けない家を造ろう 保坂　貴司∥著 論創社 524.9 ﾎ 101863769

すてきな門まわり・駐車場百科 ブティック社 527 101864429

アンチソーシャルメディア シヴァ　ヴァイディアナサン∥〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 547.4 ｳ 101864783

電池の覇者 佐藤　登∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 572.1 ｻ 101864403

文房具の整理術 福島　槙子∥著 玄光社 589.7 ﾌ 101864395

くり返しの毎日をご機嫌にする日用品 穴吹　愛美∥著 主婦の友社 590.4 ｱ 101864387

知識ゼロでもわかる！お金のトリセツ 井澤　江美∥監修 永岡書店 591 101863959

毛糸のパンツ 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版 594.3 101863892

裏を見て「おいしい」を買う習慣 岩城　紀子∥著 主婦の友社 596 ｲ 101864015

目で見てわかる！「材料入れて煮るだけ」レシピ 市瀬　悦子∥著 主婦と生活社 596 ｲ 101864379

基本調味料で作る体にいいスープ 齋藤　菜々子∥著 主婦と生活社 596 ｻ 101863900

魔法のてぬきごはん てぬキッチン∥著 ワニブックス 596 ﾃ 101864817

家族でごはん１２か月 野口　真紀∥著 新星出版社 596 ﾉ 101863918

涙がでるほどおいしいスープと煮込み 渡辺　麻紀∥著 主婦の友社 596 ﾜ 101864361

おうちで一流レストランの味になるロジカル洋食 前田　量子∥著 主婦の友社 596.23 ﾏ 101864353

カフェ丼 ａｄｉｔｏ∥著 旭屋出版 596.3 101864346

きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料理 堤　人美∥著 朝日新聞出版 596.4 ﾂ 101863884

ガトーショコラの技術 旭屋出版書籍編集部∥編著 旭屋出版 596.65 101864338

飼いならす アリス　ロバーツ∥著 明石書店 642 ﾛ 101863934

沈黙のＷｅｂマーケティング 松尾　茂起∥著 エムディエヌコーポレーション 675 ﾏ 101864320

交通事故の被害者になったら読む本 ベンチャーサポート法律事務所∥著 合同フォレスト 681.3 101863868

全国路線バス停留所総覧 甲信越・北陸・東海 ＣＨＩＮＴＡＩ 685.5 101864312

見たい！聞きたい！透明水彩！ あべ　としゆき∥著 日貿出版社 724.4 ｱ 101863801

ｉＰａｄ　＆　クリスタで描くゆるゆるマンガ道 青木　俊直∥著 玄光社 726.1 ｱ 101864304

もっと知りたいやきもの 柏木　麻里∥著 東京美術 751.1 ｶ 101863793

ピープショーのぞきからくり 吉田　稔美∥著 玉川大学出版部 759 ﾖ 101863785

ベートーヴェン《第九》すみからすみまで 音楽の友∥編 音楽之友社 764.3 101864296

見えないスポーツ図鑑 伊藤　亜紗∥著 晶文社 780 101863777

ソフトテニスうまく動ける体になるトレーニング 川上　晃司∥著 ベースボール・マガジン社 783.5 ｶ 101864288

英語を話したいなら、まずは日本語の話し方を変えなさい！ 西澤　ロイ∥著 ＳＢクリエイティブ 837.8 ﾆ 101864809

〈読んだふりしたけど〉ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法 三宅　香帆∥著 笠間書院 901.3 ﾐ 101864270

国際子ども図書館児童文学連続講座講義録 令和元年度 国立国会図書館国際子ども図書館∥編集 国立国会図書館 909 19 101864262

梟　句集伊月集 夏井　いつき∥著 朝日出版社 911.3 ﾅ 101864254

眠れる美女 秋吉　理香子∥著 小学館 F ｱｷ 101863652

命の砦 五十嵐　貴久∥著 祥伝社 F ｲｶ 101863686

揺籠のアディポクル 市川　憂人∥著 講談社 F ｲﾁ 101863637

龍神の子どもたち 乾　ルカ∥著 祥伝社 F ｲﾇ 101863702

ママナラナイ 井上　荒野∥著 祥伝社 F ｲﾉ 101863694

犬がいた季節 伊吹　有喜∥著 双葉社 F ｲﾌ 101863728

小説真景累ケ淵 奥山　景布子∥著 二見書房 F ｵｸ 101864239

鳩護（はともり） 河崎　秋子∥著 徳間書店 F ｶﾜ 101863710

愚者の決断　（本格Ｍ．Ｗ．Ｓ．） 小島　正樹∥著 南雲堂 F ｺｼ 101864825

アウターＱ 澤村　伊智∥著 祥伝社 F ｻﾜ 101863678

質草女房 渋谷　雅一∥〔著〕 角川春樹事務所 F ｼﾌ 101863660

くちばみ 花村　萬月∥著 小学館 F ﾊﾅ 101863645

谷根千ミステリ散歩 東川　篤哉∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋｶ 101863629

わたしのもう一つの国 角野　栄子∥著 ポプラ社 915.6 ｶ 101863736

英国ロックダウン１００日日記 入江　敦彦∥著 本の雑誌社 916 ｲ 101864213

日本文学
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サバイバル家族 服部　文祥∥著 中央公論新社 916 ﾊ 101864221

新訳ペスト ダニエル　デフォー∥著 興陽館 933.6 ﾃ 101864205

アニーはどこにいった Ｃ．Ｊ．チューダー∥著 文藝春秋 933.7 ﾁ 101863751

ダフォディルの花 ケネス　モリス∥著 国書刊行会 933.7 ﾓ 101864197

地下 トーマス　ベルンハルト∥著 松籟社 943.7 ﾍ 101864189

ウィズ・ザ・ライツ・アウト ヴィルジニー　デパント∥著 早川書房 953.7 ﾃ 101863744

定本酒呑童子の誕生 高橋　昌明∥著 岩波書店 B 388.1 ﾀ 101864148

リアルフェイス 知念　実希人∥著 実業之日本社 B F ﾁﾈ 101864965

新・入り婿侍商い帖　遠島の罠 2 千野　隆司∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾁﾉ 2 101864122

本所おけら長屋 15 畠山　健二∥著 ＰＨＰ研究所 B F ﾊﾀ 15 101864114

ボックス！ 上 百田　尚樹∥〔著〕 講談社 B F ﾋｬ 1 101864924

ボックス！ 下 百田　尚樹∥〔著〕 講談社 B F ﾋｬ 2 101864932

ルパンの帰還　（ＬＵＰＩＮ2） 横関　大∥〔著〕 講談社 B F ﾖｺ 101864031

人は顔を見れば９９％わかる 佐藤ブゾン貴子∥著 河出書房新社 S 141.9 ｻ 101864908

ひきこもれ 吉本　隆明∥著 ＳＢクリエイティブ S 371.4 ﾖ 101863991

向田邦子の末尾文トランプ 半沢　幹一∥著 新典社 S 910.26 ﾊ 101864163

藤沢周平とどめの一文 半沢　幹一∥著 新典社 S 910.26 ﾊ 101864155

西田幾多郎書簡集 西田　幾多郎∥〔著〕 岩波書店 K 121.6 ﾆ 101864130

これが加賀百万石回遊ルート 北國新聞社 K 291.4 100959840

澁澤龍彦　泉鏡花セレクション　雨談集 4 泉　鏡花∥著 国書刊行会 K F ｲｽ 4 101864247

大丈夫！あなたはちゃんと子育てしてるし子どももちゃんと育ってます 佐々木　正美∥著 主婦の友社 379.9 ｻ 101864528

図解！わかりやすーい強度設計実務入門 田口　宏之∥著 日刊工業新聞社 もの 531.9 ﾀ 101864411

スマホひとつで最高の売上をつくる接客術 四元　亮平∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ⑥ 673.3 ﾖ 101864098

ニュービジネス白書 ２０２０年版 日本ビジネス開発 673.9 20 101863983

オンライン就活は面接が９割 瀧本　博史∥著 青春出版社 就活③ 377.9 ﾀ 101864536

海外文学

日本文学

文庫

新書

郷土資料

子育て支援

就職・転職活動支援

ビジネス支援


