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００２マ ＣＩＡ極秘分析マニュアル「ＨＥＡＤ」 フィリップ・マッド ５９３ミ 繕う暮らし ミスミ  ノリコ ３８ミ 水木しげる世界の妖怪百物語 水木  しげる

０２０ナ 高校図書館デイズ 成田  康子 ５９６ホ キレイに見える食べ方図鑑 ホームライフ取材班 ４８イ ゆるゆる深海生物図鑑 石垣  幸二

０７０モ 新聞記者 望月　衣塑子 ６１２サ ＪＡに何ができるのか 佐藤  優　他 ４８ナ なぜ？の図鑑イヌ

１４０ロ 絶対に勝つ黒い心理術 ロミオ・ロドリゲス  Ｊｒ． ６６６ア 元気な魚が育つ水槽作り 青木  崇浩 ５３シ 世界がおどろいた！のりものテクノロジー自動車の進化 トム・ジャクソン

１４６オ 新時代のやさしいトラウマ治療 岡本  浩一　他 ６８６マ 昭和の終着駅  北陸・信越篇 松本  典久 ５８ス 世界を救うパンの缶詰 菅　聖子

２１０ク 戦争の日本古代史 倉本  一宏 ６８７サ 最高の空港の歩き方 齊藤  成人 ９１チ 短歌は最強アイテム 千葉  聡

２１０フ 日本人は大災害をどう乗り越えたのか 文化庁 ７０２モ ときめく御仏図鑑 門賀  美央子 ９３フ 最後のゲーム ホリー・ブラック

２８９タ 伊達政宗の研究  新装版 小林  清治 ７２３ハ ゴッホ旅とレシピ 林  綾野 Ｅク さやかちゃん くすのき　しげのり

２８９ト 神になりたかった男徳田虎雄 山岡　淳一郎 ７２３フ きものとジャポニスム 深井  晃子 Ｅサ おでこにピツッ 三宮  麻由子

２９３コ グッバイ、レニングラード 小林　文乃 ７２６ヨ 漫画のすごい思想 四方田  犬彦 Ｅサ くりくりくりひろい 澤口  たまみ

３０４シ ブラックボックス化する現代 下條  信輔 ７５１コ ゼロから分かる！やきもの入門 河野  惠美子 Ｅタ よるのおと たむら  しげる

３１７セ 公文書問題 瀬畑　源 ７６４キ 石、転がっといたらええやん。 岸田  繁 Ｅフ マスク 福井　智

３１９ヒ 今こそ、韓国に謝ろう 百田  尚樹 ７７４ヤ ちゃぶ台返しの歌舞伎入門 矢内  賢二 Ｆサ ふしぎパティシエールみるか 斉藤  洋

３２４コ 親の財産を守る最新成年後見・民事信託利用のしかた コンデックス情報研究所 ７７９ヒ 噺は生きている 広瀬  和生 Ｆタ 青いスタートライン 高田　由紀子

３２６フ 黙秘の壁 藤井　誠二 ７７９フ 秋田實笑いの変遷 藤田  富美恵 Ｆナ めいちゃんの５００円玉 なかがわ  ちひろ

３３４フ 中国「絶望」家族 メイ・フォン ７８０マ 腹筋を美しく見せる！女子の体幹トレーニング ＭＡＹＵＭＩ

３３４メ 限界国家 毛受  敏浩 ７８６ス 鈴木みきのぐるぐる山想記 鈴木　みき 【文庫】

３３５イ 時代を超えた経営者たち 井奥  成彦 ８３３ヤ 日英ことわざ文化事典 山田  雅重 ラベルNo 書　　　　　　名 著　者　名

３３６イ 会社では教えてもらえない生産性が高い人の思考整理のキホン 井上  龍司 ９１３サ 平家公達草紙 櫻井  陽子　他 ７６７コ 小泉放談 小泉  今日子

３３６リ ８割捨てる！情報術 理央  周 ９１４イ 健康という病 五木　寛之 Ｆサ 椿落つ 佐伯　泰英

３３８ウ 大学４年間の金融学が１０時間でざっと学べる 植田  和男 ９１４ナ 博愛のすすめ 中川  淳一郎 Ｆフ ミステリー・アリーナ 深水　黎一郎

３６１ニ ことばだけでは伝わらない 西江  雅之 ９１４フ 人の数だけ物語がある。 文化放送「大竹まことｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾗｼﾞｵ!」

３６６ナ 東大卒貧困ワーカー 中沢  彰吾 ９１４ヤ 吉祥寺デイズ 山田　詠美

３６８ア 妄信 朝日新聞取材班 ９３３ウ 書架の探偵 ジーン・ウルフ

３７９タ 男の子の一生を決める６歳から１２歳までの育て方 竹内  エリカ ９３６ク 小さなモネ－アイリス・グレース アラベラ・カーター・ジョンソン

３８４イ 江戸時代恋愛事情 板坂  則子 ９４３ラ 静寂 トーマス・ラープ ★『東京のきつねが大阪でたぬきにばける誤解されやすい方言小辞典』 
３８６コ ニッポンの奇祭 小林  紀晴 ９５３フ シュレーディンガーの猫を追って フィリップ・フォレスト

３８８ハ シンデレラの謎 浜本  隆志 Ｆア 家電兄弟 阿部  牧郎

４５８ヤ 奇妙で美しい石の世界 山田  英春 Ｆイ その話は今日はやめておきましょう 井上　荒野

４６０オ 「生きものらしさ」をもとめて 大沢  文夫 Ｆオ 極悪専用 大沢  在昌

４８４チ 歌うカタツムリ 千葉  聡 Ｆカ ゲバラ漂流 海堂  尊

４９０オ 遺族外来 大西  秀樹 Ｆキ 維新の羆撃ち 経塚  丸雄

４９１チ 高校で教わりたかった生物 趙  大衛 Ｆコ 死の島 小池　真理子

４９２ト 脳に効く香り 鳥居  伸一郎 Ｆテ ペインレス  上・下 天童　荒太 ★『１０才からはじめるゲームプログラミング図鑑』 
４９３ク 脂肪肝はちょっとしたコツでラクラク解消する 栗原  毅 Ｆハ うかれ女島 花房　観音

４９３ノ 双極性障害のことがよくわかる本  新版 野村  総一郎 Ｆマ ５まで数える 松崎  有理

４９５カ 選べなかった命 河合　香織 Ｆミ 湖底の城  ８巻 宮城谷  昌光

４９５カ 日本一赤ちゃんが産まれる病院 亀山  早苗 Ｆヤ ここから先は何もない 山田  正紀

５０７ナ 完全マニュアル！発明・特許ビジネス 中本  繁実 Ｆヤ 風神雷神  風の章 柳  広司

５６６カ めっき大全 関東学院大学材料・表面工学研究所 Ｆヤ 風神雷神  雷の章 柳  広司

新　着　図　書　情　報
【一般書】 【児童】

自分で作ると、ゲームはもっと楽しい！
2020年、小学校でプログラミング教育が必修化！
アクションゲームやレーシングゲーム、迷路や音を使ったものまで、８種
類のゲームのプログラミング方法をわかりやすく解説。
君も未来のゲームプログラマーをめざそう！(本書帯より)

共通語だと思っていたのに方言だった？！
そんな誤解されやすい方言を豊富に収録。 著者が編集代表を務める
『例解新国語辞典』の［方言］欄を充実させ、イラストもまじえ詳しく解説。
共通語と同じ語形だが、実は地域独特の意味があるという項目を五十音
順に１８１項目掲載。学校方言や食の方言、交通安全・防犯対策で活躍
する方言など、テーマ別のコラムも２０点。(本書帯より)

篠崎  晃一｜著　三省堂（８１８シ）

キャロル・ヴォーダマン｜（他）著　創元社（００ホ）【児童】


