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NEW !
書　名 著　者 出版者  請求記号

メシが食える大人になる!もっとよのなかルールブック 高濱正伸 監修 ; 林ユミ 絵 日本図書センター 159-タ

13歳から分かる!プロフェッショナルの条件     ドラッカー成果を上げるレッ

スン
藤屋伸二 監修 ; 大西洋 イラスト 日本図書センター 159-フ

世界の神話大図鑑
フィリップ・ウィルキンソン ほか 著 ; 林

啓恵, 飯原裕美 訳
三省堂 164-ウ

一冊でわかる韓国史 六反田豊 監修 河出書房新社 221-ロ

一冊でわかるスペイン史 永田智成, 久木正雄 編著 河出書房新社 236-ナ

天才はみんな「鈍感」さん ありのままの私を大切にした偉人の話 ライフハックアニメーション 著 KADOKAWA 280-ラ

見た目が気になる 「からだ」の悩みを解きほぐす26のヒント
河出書房新社 編  青木美沙子 ほ

か著
河出書房新社 361.4-カ

SDGsダイバーシティBOOK みんなが"活き、活かされる"社会をつくる

編集協力
佐藤真久 監修 ; ETIC 宣伝会議 375-サ

13歳からの研究倫理 知っておこう!科学の世界のルール 大橋淳史 著 化学同人 407-オ

小学生まあちゃんと学ぶ統計 伊藤伸介 著 中央経済社 417-イ

星空の楽しみかた 眺める・撮る KAGAYA 著 河出書房新社 442-カ

不思議で怪しいきのこのはなし ホクトきのこ総合研究所 監修　ホクト株式会社清水書院 474-ホ

水族館が好きすぎて! まつおるか 著 KADOKAWA 481.7-マ

日本のカエル48偏愛図鑑 東大生・さこの君のフィールドノート 迫野貴大 著 河出書房新社 487-サ

海獣学者、クジラを解剖する。 海の哺乳類の死体が教えてくれること 田島木綿子 著 山と渓谷社 489-タ

キャラでわかる!はじめての免疫図鑑 岡田晴恵 著 ; いとうみつる 絵 日本図書センター 491.8-オ

「心」のお仕事 今日も誰かのそばに立つ24人の物語 河出書房新社 編 ; 荒井裕樹 [ほか] 著河出書房新社 493.7-カ

こころを晴らす55のヒント 臨床心理学者が考える悩みの解消・ストレス

対処・気分転換

竹田伸也, 岩宮恵子, 金子周平, 竹

森元彦, 久持修, 進藤貴子 著
遠見書房 498.3-タ

キャラでわかる!はじめての栄養素図鑑
田中明,蒲池桂子 監修 いとうみつる

絵
日本図書センター 498.5-タ

キャラでわかる!はじめての漢方薬図鑑 新見正則 監修 ; いとうみつる 絵 日本図書センター 499.8-ニ

大量廃棄社会 アパレルとコンビニの不都合な真実 仲村和代, 藤田さつき 著 光文社 519-ナ

ドローダウン 地球温暖化を逆転させる100の方法
ポール・ホーケン 編著 ; 江守正多 監

訳 ; 東出顕子 訳
山と渓谷社 519-ホ

マンガで読む発酵の世界 微生物たちが作り出すおいしさと健康の科学 黒沼真由美 著 ; 舘博 監修 緑書房 588-ク

最終結論「発酵食品」の奇跡 小泉武夫 著 文藝春秋 588-コ

絵本のお菓子 太田さちか [著] インプレス 596-オ

2類　歴 史・地 理・伝 記

５類　技　術

３類　社会科学

４類　自然科学

１類　哲学・心理学

モーリン



サツマイモ大図鑑 サツマイモのすべて
大木邦彦 文・構成 ; 大竹道茂 監

修 ; 亀田龍吉 写真
あかね書房 616-オ

コーヒーで読み解くSDGs
José.川島良彰, 池本幸生, 山下加

夏 著
ポプラ社 617-カ

リアリズム絵画入門 野田弘志 著 芸術新聞社 720-ノ

マンガ! 大英博物館マンガ展図録
ニコル・クーリッジ・ルーマニエール, 松

葉涼子 編
三省堂 726-ク

ゆるっとかわいいイラストの描き方 ボールペン1本で、センスいいってほめら

れる!
しろくまななみん 著 ワニブックス 726-シ

BTSを読む なぜ世界を夢中にさせるのか キムヨンデ 著 ; 桑畑優香 訳 柏書房 767-キ

韓ドラ語辞典 韓国ドラマにまつわる言葉をイラストと豆知識でアイゴーと

読み解く
高山和佳 文 ; 新家史子 絵 誠文堂新光社 778-タ

自意識とコメディの日々 オークラ 著 太田出版 779-オ

為末メソッド 自分をコントロールする100の技術 為末大 著 日本図書センター 782-タ

高校バレーは頭脳が９割 田中夕子著 日本文化出版 783-タ

hime式イラスト&漫画でわかる韓国語勉強法 ゲーム感覚で習得! hime 著 KADOKAWA 829-ヒ

同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 著 早川書房 913-ア

六人の噓つきな大学生　 浅倉秋成 著 KADOKAWA 913-ア

死にたがりの君に贈る物語 綾崎隼 著 ポプラ社 913-ア

今夜、世界からこの恋が消えても 一条岬 [著] KADOKAWA 913-イ

5分後に大冒険なラスト エブリスタ 編 河出書房新社 913-エ

残月記 小田雅久仁 著 双葉社 913-オ

アイの歌声を聴かせて 吉浦康裕 原作 ; 乙野四方字 著 講談社 913-オ

あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 汐見夏衛 著 スターツ出版 913-シ

海に願いを風に祈りをそして君に誓いを 汐見夏衛 著 スターツ出版 913-シ

闇祓 辻村深月 著 KADOKAWA 913-ツ

やまのめの六人 原浩 著 KADOKAWA 913-ハ

一瞬を生きる君を、僕は永遠に忘れない。 冬野夜空 著 スターツ出版 913-フ

あの夏、夢の終わりで恋をした。 冬野夜空 著 スターツ出版 913-フ

風の向こうへ駆け抜けろ 古内一絵 著 小学館 913-フ

風の向こうへ駆け抜けろ　2 古内一絵 著 小学館 913-フ-2

余命3000文字 村崎羯諦 著 小学館 913-ム

天翔る 村山由佳 [著] 講談社 913-ム

余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話 森田碧 [著] ポプラ社 913-モ

黒牢城 米澤穂信 著 KADOKAWA 913-ヨ

海をあげる 上間陽子 著 筑摩書房 914-ウ

元女子高生、パパになる 杉山文野 著 文藝春秋 916-ス

６類　産　業

8類　言　語
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７類　芸術・スポーツ

９類　文　学


