
【新着本リスト／一般】2020.11.7

書名 巻次 著者名 出版者 資料コード

世界で読み継がれる子どもの本１００ コリン　ソルター∥著 原書房 019.5 ｿ 101865186

記者トレ 井藤　元∥監修 日本能率協会マネジメントセンター 070.1 101866150

失われた報道の自由 マーク　Ｒ．レヴィン∥著 日経ＢＰ 070.2 ﾚ 101866143

超訳易経陰 竹村　亞希子∥著 新泉社 123.1 ﾀ 101866135

ポストトゥルース リー　マッキンタイア∥著 人文書院 141.5 ﾏ 101866127

絵本がひらく心理臨床の世界 前川　あさ美∥著 新曜社 146.0 ﾏ 101866119

てくてく地獄さんぽガイド 田村　正彦∥編著 グラフィック社 181.4 ﾀ 101866101

日本書紀 遠山　美都男∥監修 平凡社 210.3 101866093

ドイツ人はなぜヒトラーを選んだのか ベンジャミン　カーター　ヘット∥著 亜紀書房 234.0 ﾍ 101866085

小野篁 繁田　信一∥著 教育評論社 289.1 ｼ 101866077

ジョン万次郎の羅針盤 中濱　武彦∥著 冨山房インターナショナル 289.1 ﾅ 101866069

Ａｕオードリー・タン アイリス　チュウ∥共著 文藝春秋 289.2 ｱ 101866051

地名の政治地理学 田邉　裕∥著 古今書院 290.1 ﾀ 101866044

楽しいひとり温泉。 文藝春秋 291.0 101865392

日本政府は邦人を救えるか？ 牧　紀宏∥著 文芸社 294.3 ﾏ 101866036

フランス語っぽい日々 じゃんぽ～る西∥著 白水社 302.3 ｼ 101866028

ファシズム マデレーン　オルブライト∥〔著〕 みすず書房 311.8 ｵ 101866010

日台関係史 川島　真∥著 東京大学出版会 319.1 101866002

ＡＩで変わる法と社会 宇佐美　誠∥編 岩波書店 321.1 101865996

最新売掛金回収・債権管理の基本と対策 中村　啓一∥監修 三修社 324.4 101865301

すぐに役立つ財産分与から慰謝料・養育費・親権・調停・訴訟まで最新離婚の法律相談と手続き実践マニュアル 森　公任∥監修 三修社 324.6 101865228

身近な人が亡くなった後の手続のすべて 児島　明日美∥著 自由国民社 324.7 101865988

刑務所で世の中のしくみを教える 石森　久雄∥著 芙蓉書房出版 326.5 ｲ 101865970

テレワークで困ったときに読む本 植田　健太∥編著 中央経済社 336.4 ｳ 101865962

５日間で言葉が「思いつかない」「まとまらない」「伝わらない」がなくなる本 ひきた　よしあき∥著 大和出版 336.4 ﾋ 101866267

国家資格キャリアコンサルタントになるには！？ 柴田　郁夫∥著 秀和システム 366.2 ｼ 101865954

日本を愛する外国人がなぜ日本企業で活躍できないのか？ 九門　大士∥著 日経ＢＰ 366.8 ｸ 101865947

ホンモノの偽物 リディア　パイン∥著 亜紀書房 368.6 ﾊ 101865285

いっしょに考える外国人支援 南野　奈津子∥編著 明石書店 369.1 ﾐ 101865939

親の介護と自分の老後ガイドブック 岡本　典子∥著 ビジネス教育出版社 369.2 ｵ 101865921

ユニバーサルデザインの基礎と実践 日本福祉のまちづくり学会身体と空間特別研究委員会∥編 鹿島出版会 369.2 101865913

子どものココロが見えるユーモア詩の世界 増田　修治∥著 ぎょうせい 371.4 ﾏ 101865905

教育委員会が本気出したらスゴかった。 佐藤　明彦∥著 時事通信出版局 372.1 ｻ 101865897

大学入試がわかる本 中村　高康∥編 岩波書店 376.8 101865889

障害がある子どもの時計・お金の基礎学習 宮城　武久∥著 学研教育みらい 378 ﾐ 101865871

“うつ”“ひきこもり”の遠因になる発達障害の“二次障害”を理解する本 宮尾　益知∥監修 河出書房新社 378 101865251

子どもの心理検査・知能検査　保護者と先生のための１００％活用ブック 熊上　崇∥著 合同出版 378 101865269

外来食文化と日本人 八百　啓介∥編 弦書房 383.8 101865863

江戸のスポーツ歴史事典 谷釜　尋徳∥著 柏書房 384.8 ﾀ 101865202

生と死を分ける数学 キット　イェーツ∥著 草思社 410 ｲ 101865855

標本バカ 川田　伸一郎∥著 ブックマン社 480.7 ｶ 101865848

もっと！　愛と創造、支配と進歩をもたらすドーパミンの最新脳科学 ダニエル　Ｚ．リーバーマン∥著 インターシフト 491.3 ﾘ 101865830

カリスマ内科医と組み立てるＤＩＹ健康大全 久保　明∥著 晶文社 498.3 ｸ 101865194

新型コロナ 上久保　靖彦∥著 ワック 498.6 ｶ 101866366

請求記号

実用書



【新着本リスト／一般】2020.11.7

書名 巻次 著者名 出版者 資料コード請求記号

最新水素エネルギーの仕組みと動向がよ～くわかる本 今村　雅人∥著 秀和システム 501.6 ｲ 101865822

「ユーザーフレンドリー」全史 クリフ　クアン∥著 双葉社 501.8 ｸ 101865814

参加したくなるまちづくり 市川　大輔∥著 西山夘三記念すまい・まちづくり文庫 518.8 101866309

世界の美しい住宅 廣部　剛司∥著 エクスナレッジ 527 ﾋ 101865806

日本懐かし自転車大全 内藤　常美∥著 辰巳出版 536.8 ﾅ 101865798

おうち時間を使ってはじめるＹｏｕＴｕｂｅ 主婦の友社∥編 主婦の友社 547.4 101866168

靴磨きの本 続 長谷川　裕也∥著 亜紀書房 584.7 ﾊ 2 101865764

ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー 土屋　守∥著 祥伝社 588.5 ﾂ 101865780

ＨＯＷ　ＴＯ　ＫＩＣＫＳ　ＣＵＳＴＯＭＩＺＥ ＣＵＳＴＯＭＩＺＥ　ＫＩＣＫＳ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ編集部∥編　著 グラフィック社 589.2 101865772

定年前後のお金の正解 板倉　京∥著 ダイヤモンド社 591 ｲ 101865319

着物の国のはてな 片野　ゆか∥著 集英社 593.8 ｶ 101865756

働くセーター 保里　尚美∥著 文化学園文化出版局 594.3 ﾎ 101865244

アンティーク・スタイルのテディベア ｈｉｐｐｉｅ　ｃｏｃｏ∥著 誠文堂新光社 594.9 ﾋ 101865731

はじめてでも作れるおしゃれな手作りボタニカルキャンドル＆サシェ 平山　りえ∥著 大泉書店 594.9 ﾋ 101865749

はじめての「味つけ冷凍」 藤井　恵∥著 文化学園文化出版局 596 ﾌ 101865236

大阪で食べたい１００のもの ＪＴＢパブリッシング 596 101865723

料理家村上祥子式７８歳のひとり暮らし 村上　祥子∥著 集英社 596.04 ﾑ 101865715

行ったつもりのバスク料理 黒澤　麻子∥文 ブックマン社 596.23 ｸ 101865707

アボカ丼 緑川　鮎香∥著 大泉書店 596.3 ﾐ 101865699

発酵ベジあんのおかずとおやつ 木村　幸子∥著 ＷＡＶＥ出版 596.37 ｷ 101865368

メロンパンｄｅコッタ 花田　えりこ∥著 主婦の友社 596.63 ﾊ 101865681

図解でよくわかるスマート農業のきほん 野口　伸∥監修 誠文堂新光社 614.8 101865152

豆の歴史 ナタリー　レイチェル　モリス∥著 原書房 616.7 ﾓ 101865293

たのしい路上園芸観察 村田　あやこ∥著 グラフィック社 627.8 ﾑ 101865665

日本庭園のひみつ 宮元　健次∥著 メイツユニバーサルコンテンツ 629.2 ﾐ 101865657

犬の能力 ブランドン　カイム∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 645.6 ｹ 101865640

もっと知りたい文鳥のすべて 汐崎　隼∥監修　イラスト メイツユニバーサルコンテンツ 646.8 101865632

こんなにおもしろい不動産鑑定士の仕事 大島　大容∥著 中央経済社 673.9 ｵ 101865616

すぐよくわかる絵解き広報 山見　博康∥著 同友館 674 ﾔ 101865608

世界のフェス＆イベント・デザイン ヴィクショナリー∥編 グラフィック社 674.3 101865590

ヨーコ・オノ・レノン全史 和久井　光司∥著 河出書房新社 702.1 ﾜ 101865582

美術の経済 小川　敦生∥著 インプレス 706.7 ｵ 101865160

りえさん手帖　やせても昔の服は似合わない編 2 西原　理恵子∥著 毎日新聞出版 726.1 ｻ 2 101866184

日本伝統文化の英語表現事典 人物編 亀田　尚己∥著 丸善出版 750.2 101865574

レジンで作る情景アクセサリー ブティック社 751.9 101865566

有職の色彩図鑑 八條　忠基∥著 淡交社 753 ﾊ 101865210

よくわかる最新音楽の仕組みと科学 岩宮　眞一郎∥著 秀和システム 761 ｲ 101865558

テレビドラマオールタイムベスト１００ ＴＶガイドアーカイブチーム∥編 東京ニュース通信社 778.8 101865541

生きる、夢をかなえる 早川　史哉∥著 ベースボール・マガジン社 783.4 ﾊ 101865533

ベランピングスタイルブック 辰巳出版 786.3 101865525

高橋箒庵 齋藤　康彦∥著 宮帯出版社 791.2 ｻ 101865517

藤田浩子の手・顔・からだでおはなし 藤田　浩子∥編著 一声社 798 ﾌ 101865509

チームの成果を最大化するオンライン会議ＢＡＳＩＣＳ１００ 谷　益美∥著 日本能率協会マネジメントセンター 809.6 ﾀ 101865491

方言は今も生きている 山田　豪∥著 文芸社 818.4 ﾔ 101865483
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世界の児童文学をめぐる旅 池田　正孝∥著 エクスナレッジ 909.3 ｲ 101865178

乱都 天野　純希∥著 文藝春秋 F ｱﾏ 101865020

盤上に君はもういない 綾崎　隼∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾔ 101865376

八月の銀の雪 伊与原　新∥著 新潮社 F ｲﾖ 101864916

もしかしてひょっとして 大崎　梢∥著 光文社 F ｵｵ 101865079

首イラズ 岡田　秀文∥著 光文社 F ｵｶ 101865053

白野真澄はしょうがない 奥田　亜希子∥著 東京創元社 F ｵｸ 101865095

落葉の記 勝目　梓∥著 文藝春秋 F ｶﾂ 101865012

戀童夢幻 木下　昌輝∥著 新潮社 F ｷﾉ 101864973

善医の罪 久坂部　羊∥著 文藝春秋 F ｸｻ 101865004

死の扉 小杉　健治∥著 双葉社 F ｺｽ 101865103

アンと愛情 坂木　司∥著 光文社 F ｻｶ 101865046

相剋　（越境捜査8） 笹本　稜平∥著 双葉社 F ｻｻ 101865111

動物警察２４時 新堂　冬樹∥著 光文社 F ｼﾝ 101865061

夜明けのすべて 瀬尾　まいこ∥著 水鈴社 F ｾｵ 101864981

焼餃子 蜂須賀　敬明∥著 双葉社 F ﾊﾁ 101865129

煉獄の獅子たち 深町　秋生∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｶ 101865475

だまされ屋さん 星野　智幸∥著 中央公論新社 F ﾎｼ 101864999

その果てを知らず 眉村　卓∥著 講談社 F ﾏﾕ 101864106

霊能者たち 嶺里　俊介∥著 光文社 F ﾐﾈ 101865087

エンデンジャード・トリック 門前　典之∥著 南雲堂 F ﾓﾝ 101866317

吹上奇譚　ざしきわらし 第３話 吉本　ばなな∥著 幻冬舎 F ﾖｼ 3 101865038

ノーザン・ライツ ハワード　ノーマン∥〔著〕 みすず書房 933.7 ﾉ 101865145

スターウォーカー　（ミュンヘン警察失踪者捜索課警部タボール・ズューデンシリーズ第1弾） フリードリッヒ　アーニ∥著 日曜社 943.7 ｱ 101865467

サンソン回想録 オノレ　ド　バルザック∥著 国書刊行会 953.6 ﾊ 101865137

イワンの馬鹿 レフ　トルストイ∥作 ＫＴＣ中央出版 983.0 ﾄ 101865459

王都の落伍者　（ソナンと空人1） 沢村　凛∥著 新潮社 B F ｻﾜ 101865418

鬼絹の姫　（ソナンと空人2） 沢村　凛∥著 新潮社 B F ｻﾜ 101865400

錦繍 宮本　輝∥著 新潮社 B F ﾐﾔ 101866374

新書

ＡＩの壁 養老　孟司∥著 ＰＨＰ研究所 S 007.1 ﾖ 101865442

警察の階級 古野　まほろ∥著 幻冬舎 S 317.7 ﾌ 101865434

すごい！へんてこ生物 ＮＨＫ「へんてこ生物アカデミー」制作班∥監修 祥伝社 S 480.4 101865384

すばやく鍛える読解力 樋口　裕一∥著 幻冬舎 S 810.4 ﾋ 101865426

参考資料

図説ハロウィーン百科事典 リサ　モートン∥著 柊風舎 R 386.0 ﾓ 101865277

子育て手帳のつくりかた ＊ＬｕＬｕ　Ｃｕｂｅ＊∥著 Ｇ．Ｂ． 599 ﾙ 101865673

生成Ｄｅｅｐ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｄａｖｉｄ　Ｆｏｓｔｅｒ∥著 オライリー・ジャパン IT 007.1 ﾌ 101866176

はじめよう！自分サイズのカフェ Ｃａｆｅ’ｓ　ＬＩＦＥ∥著 同文舘出版 ② 673.9 101865624

文庫

子育て支援

ビジネス支援

日本文学

海外文学


