新しい図書が入りました。どうぞご利用ください。

596.2/MO92
食品添加物はなぜ嫌われるの
か : 食品情報を「正しく」読
み解くリテラシー
/畝山智香子著

新ダイエットごはん : たんぱく
質で痩せる&リバウンド
STOP!!/ 上西一弘監修/磯村優
貴恵料理制作

世界の食品安全情報をサーベイ
し発信し続ける著者が、近年話題
になったさまざまな問題を取り
上げ、印象やイメージに惑わされ
ることなく、科学的知見に基づい
て適切に判断するためのポイン
トをわかりやすく解説する。

痩せる！リバウンドしない！筋肉
がつく！たんぱく質に特化した初
のレシピ本誕生！糖質制限ダイエ
ットが流行する中、筋肉を作る重要
な栄養素として注目を集め始めて
いる、『たんぱく質』を使ったレシ
ピを紹介！（498.583/SH57）

（498.54/U 75）

ブルシット・ジョブ : クソど
うでもいい仕事の理論
/デヴィッド・グレーバー 著/酒
井隆史, 芳賀達彦, 森田和樹訳
やりがいを感じないまま働く。ム
ダで無意味な仕事が増えていく。
人の役に立つ仕事だけど給料が低
い－それはすべてブルシット・ジ
ョブ(ルビ:クソどうでもいい仕事)
のせいだった。仕事の価値を再考
し、週一五時間労働の道筋をつけ
る解放の書。
（366/G 75）

日本のオンライン教育最前
線 : アフターコロナの学びを
考える/ 石戸奈々子編著
子どもたちの学びを止めない！
デジタル対応の遅れはもはや許
されない。共通の強い思いを胸
に、多くの人たちが立場を超え、
連携しあい、ここに集結。本書は、
コロナ禍における自治体、学校、
民間、保護者、子どもたちの奮闘
の記録である。
（372.107/I 72）

滅びの前のシャングリラ
/ 凪良ゆう著
一ヶ月後、小惑星が地球に衝突
する。滅亡を前に荒廃していく
世界の中で「人生をうまく生き
られなかった」四人が、最期の
時までをどう過ごすのか――。
圧巻のラストに息を呑む。２０
２０年本屋大賞作家が贈る心震
わす傑作。
（913.6/N 26）

アフターソーシャルメディア :
多すぎる情報といかに付き合う
か/ 法政大学大学院メディア環境
設計研究所編/久保田麻美 [ほか]
著
「コロナの情報に疲れた…」「ソー
シャルおじさんのズレ」「若者の話
が分からない…」その背景、実は同
じです。５Ｇ／ＩｏＴ時代をサバイ
ブする、新たな情報接触スタイルと
は。プレゼンに使える図表８０点。
（007.3/A 18）

くにペディア―１９９の国と
地域の政治・経済・文化がすぐ
わかるデータブック〈２０２１
‐２２年版〉／箭内克寿著
史・政治・経済・文化をわかりや
すく紹介。世界遺産や名所、特産
品などをかわいいイラストで紹
介。調べたい国がすぐ見つかる！
国と国とが比較しやすい！世界を
知る入門書として…。世界が抱え
る問題を考えるきっかけに…。論。
（290/Y 54）

パンデミックブルー(感染爆発
不安) から心と体と暮らしを守
る 50 の方法/古賀良彦著
ストレスの元はなくせないけど、時
にはストレスから離れ て みよう。
「新しい生活様式」を自分でつく
る。眠りの質と体内時計を維持する
コロナ時代のストレス・コーピング
（対処法）！（498.39/KO24）

新着案内の詳細は、図書館 2 階掲示板、3 階掲示板に掲示していますのでご利用ください。

1月新着図書一覧
書名

著者名

コロナ危機 : 日本経済変革のラストチャンス (経済財政白書:令
和2年版)
内閣府編
小売物価統計調査年報 令和元年 2019
総務省統計局編
令和時代の社会保障と働き方を考える (厚生労働白書:令和2年
版)
厚生労働省編
SDGs : 危機の時代の羅針盤 (岩波新書:新赤版 1854)

南博, 稲場雅紀著

地方の論理 (岩波新書:新赤版 1855)

小磯修二著

がんと外科医 (岩波新書:新赤版 1856)
文在寅時代の韓国 : 「弔い」の民主主義 (岩波新書:新赤版
1857)
グローバル・タックス : 国境を超える課税権力 (岩波新書:新赤
版 1858)
書くだけで心、もの、お金が整う私のノート、手帳術 : ノー
ト、手帳で人生がうまくまわり出す
アフターソーシャルメディア : 多すぎる情報といかに付き合
うか
デジタル化する新興国 : 先進国を超えるか、監視社会の到来
か (中公新書:2612)
ネットで勝つ情報リテラシー : あの人はなぜ騙されないのか
(ちくま新書:1437)
今さら聞けないサブスク入門 : テレビで楽しめるコンテンツ
も紹介!! 2021最新版 (マイウェイムック)
これからのDXデジタルトランスフォーメーション (未来IT図
解 : illustrate the future of "IT")

阪本良弘著
文京洙著
諸富徹著

請求記号

所在

330.59/KE29/2020 2階参考コーナー
337.85/KO95/20192階参考コーナー
498.1/KO83/2020 2階参考コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1854
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1855
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1856
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1857
文庫本コーナー
2階AV・就職資料・
081/I 95/1858
文庫本コーナー

主婦の友社編
002.7/KA28
法政大学大学院メディア環境設
計研究所編/久保田麻美 [ほか]
著
007.3/A 18

3階開架

伊藤亜聖著

007.3/I 89

3階開架

小木曽健著

007.3/O 25

3階開架

007.35/I 46

3階開架

007.35/MI49

3階開架

3分ハッキング : サイバー攻撃から身を守る知識
足立照嘉著
よくわかるGoogleサービス : グーグルのすべてを1冊に
ギュッと凝縮 2018年版 (EIWA MOOK:298. らくらく講座)
知識ゼロからのプログラミング学習術 : 独学で身につけるた
めの9つの学習ステップ
北村拓也著

007.375/A 16

3階開架

007.58/Y 79

3階開架

007.64/KI68

3階開架

Photoshopレタッチ・加工アイデア図鑑 第2版

楠田諭史著

007.642/KU91

3階開架

駆け出しクリエイターのための著作権Q&A

川上大雅著

021.2/KA94

3階開架

内山悟志著

1/13

3階開架

女性のいない民主主義 (岩波新書:新赤版 1794)
「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義 完全翻
訳版
マイメロディの『論語』 : 心豊かに生きるための言葉 (朝日文
庫:[あ63-3]. Ichigo keywords)
ハローキティのニーチェ : 強く生きるために大切なこと (朝日
文庫:[あ63-1]. Ichigo Keywords)
キキ&ララの『幸福論』 : 幸せになるための93ステップ (朝日
文庫:[あ63-2]. Ichigo keywords)
ニューロダイバーシティと発達障害 : 『天才はなぜ生まれる
か』再考

前田健太郎著
081/I 95/1794
シェリー・ケーガン著/柴田
裕之訳
114.2/KA16

3階開架

朝日文庫編集部編
123.83/KO84
ニーチェ著/朝日文庫編集部
編
134.94/N 71

3階開架

朝日文庫編集部編

135.5/A 41

3階開架

正高信男著

141.18/MA63

3階開架

こころと身体の心理学 (岩波ジュニア新書:923)

141.2/Y 24

3階開架

色彩心理図鑑 : 決定版 : 隠された色の力を知る・使う

山口真美著
ポーポー・ポロダクション
著

141.21/P 81

3階開架

記憶のデザイン (筑摩選書:0198)
怠けてるのではなく、充電中です。 : 昨日も今日も無気力な
あなたのための心の充電法

山本貴光著
141.34/Y 31
ダンシングスネイル著/生田
美保訳
159/D 38

3階開架

ぐでたま哲学 [1]

3階開架

超訳LIFE SHIFT : 100年時代の人生戦略

サンリオ著
159/G 91
リンダ・グラットン著/アン
ドリュー・スコット著
159/G 95

なんで僕に聞くんだろう。

幡野広志著

159/H 42

3階開架

生きていくあなたへ : 105歳どうしても遺したかった言葉
+(プラス)1cm(センチ) Love(ラブ) : たった1cmの差があな
たの愛をがらりと変える

日野原重明著
キム・ウンジュ文/ヤン・
ヒョンジョンイラスト

159/H 61

3階開架

159/KI31

3階開架

心屋仁之助のずるい生き方
ゲスな女が、愛される。 : あっという間に思い通りの恋愛が
できる!
一冊の手帳で夢は必ずかなう : なりたい自分になるシンプル
な方法

心屋仁之助著

159/KO44

3階開架

心屋仁之助著

159/KO44

3階開架

熊谷正寿著

159/KU33

3階開架

月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活

ミニマリストTakeru著

159/MI44

3階開架

1日5分「よい習慣」を無理なく身につけるできたことノート 永谷研一著

159/N 23

3階開架

夜、眠る前に読むと心が「ほっ」とする50の物語 (王様文庫) 西沢泰生著

159/N 87

3階開架

2/13

3階開架

3階開架

3階開架

3階開架

159/N 95

3階開架

孤独がきみを強くする
岡本太郎著
159/O 42
頭を「からっぽ」にするレッスン : 10分間瞑想でマインドフ アンディ・プディコム著/満
ルに生きる
園真木訳
159/P 96

3階開架

ミリオネア・マインドセット黄金のルール

TAE著

159/TA16

3階開架

ストレスゼロの生き方 : 心が軽くなる100の習慣

Testosterone著

159/TE84

3階開架

精神科医Tomyが教える1秒で不安が吹き飛ぶ言葉

Tomy著

159/TO62

3階開架

強く生きていくためにあなたに伝えたいこと

野々村友紀子著

3階開架

鶴田豊和著/藤原ちづる作画/鍋
島焼太郎シナリオ原作
159/TS87

3階開架

岸川雅範監修

175/Z 3

3階開架

巽孝之, 宇沢美子編著

253.01/Y 79

3階開架

中村安希著

290.9/N 37

3階開架

箭内克寿著

290/Y 54

3階開架

東京もっこり散歩 : 街中のふくらみを愉しむ

いからしひろき文/芳澤ルミ子
写真

291.36/I 31

3階開架

ニュー東京ホリデイ : 旅するように街をあるこう

杉浦さやか著

291.361/SU48

3階開架

九州 感動の絶景 (昭文社ムック)
1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365 : 毎日の習
慣が1年後の自分をつくる
齋藤孝監修

291.9/KY9

3階開架

291/I 16

3階開架

フィンランドでかなえる100の夢

kukkameri著

293.892/KU28

3階開架

デンマーク文化読本 : 日本との文化交流史から読み解く

長島要一著

293.895/N 22

3階開架

地図で読むアメリカ

ジェームス・M.バーダマン,
295.3/MO55
森本豊富著

マンガで「めんどくさい」がなくなる本
全部わかる神社ガイド : 歴史からご利益まで魅力にあふれる
神社の世界をビジュアル解説!
よくわかるアメリカ文化史 (やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)
もてなしとごちそう
くにペディア : 199の国と地域の政治・経済・文化がすぐわ
かるデータブック 2021-22年版

北欧諸国はなぜ幸福なのか (FUKUOKA Uブックレット:18) 鈴木賢志著
自粛バカ : リスクゼロ症候群に罹った日本人への処方箋 (宝島
社新書:586)
池田清彦著
2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展
望
落合陽一著
3/13

3階開架

302.389/SU96

3階開架

304/I 32

3階開架

304/O 15

3階開架

学校がゆがめる子どもの心 : 「道徳」教科化の問題点 (社会運
動 : 季刊:No.434)
ICT・AI時代の個人情報保護
人権ってなんだろう?
警察の階級 (幻冬舎新書:599, ふ-17-2)

309.05/SH12

別所直哉編著/宍戸常寿 [ほ
か] 著
316.1/B 39
アジア・太平洋人権情報セ
316.1/J 52
ンター編/金子匡良ほか著
古野まほろ著

317.7/F 93

3階開架
3階開架
3階開架
3階開架

SDGs×自治体実践ガイドブック : 現場で活かせる知識と手法 高木超著
318.6/TA29
世界の「住所」の物語 : 通りに刻まれた起源・政治・人種・ ディアドラ・マスク著/神谷
318.9/MA64
階層の歴史
栞里訳

3階開架

人権という幻 : 対話と尊厳の憲法学

遠藤比呂通著

323.01/E 59

3階開架

SDGs(持続可能な開発目標) (中公新書:2604)

蟹江憲史著

333.8/KA55

3階開架

こどもSDGs : なぜSDGsが必要なのかがわかる本

秋山宏次郎監修/バウンド著 333.8/KO21

3階開架

日能研教務部企画・編集
333.8/SC 9
たかまつなな著/佐藤真久監
修
333.8/TA42

3階開架

SDGs : 世界の未来を変えるための17の目標 : 2030年まで
のゴール 改訂新版

3階開架

お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs
日本の少子化対策はなぜ失敗したのか? : 結婚・出産が回避さ
れる本当の原因 (光文社新書:1067)
山田昌弘著
334.31/Y 19
新しい多文化社会論 : インタラクティブゼミナール : 共に拓く
万城目正雄, 川村千鶴子編著 334.41/A 94
共創・協働の時代

3階開架

となりの外国人 (マイナビ新書)
芹澤健介著
最新SDGsの手法とツールがよ〜くわかる本 : サステナブルな
ビジネスをするために (How-nual図解入門:ビジネス)
天沼伸恵, 小野田真二編著
SDGsの考え方と取り組みがこれ1冊でしっかりわかる教科書
(図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかり バウンド著

334.41/SE83

3階開架

335.15/A 43

3階開架

335.15/B 28

3階開架

寄付金・クラウドファンディングの集め方
サステナベーション : sustainability×innovation : 多様性時
代における企業の羅針盤
デジタルトランスフォーメーションで何が起きるのか : 「ス
マホネイティブ」以後のテック戦略
世界一わかりやすいDX入門 : GAFAな働き方を普通の日本の
会社でやってみた。
リモートワーク時代のチームマネジメント : あなたのチーム
を最速で最強にする17の法則

佐藤しもん著

335.8/SA85

3階開架

藤原遠著

336.1/F 68

3階開架

西田宗千佳著

336.1/N 81

3階開架

各務茂雄著

336.17/KA16

3階開架

星山裕子著

336.3/H 92

3階開架

4/13

3階開架
3階開架

「アンコンシャス・バイアス」マネジメント : 最高のリー
ダーは自分を信じない
守屋智敬著
ダイバーシティ&インクルージョン経営 : これからの経営戦略
と働き方
荒金雅子著
佐藤博樹/松浦民恵/高見具
働き方改革の基本 (シリーズダイバーシティ経営)
広著
成果・イノベーションを創出するダイバーシティマネジメン
ト大全
西村直哉著

336.3/MO72

3階開架

336.4/A 63

3階開架

336.4/H 42

3階開架

336.4/N 84

3階開架

女性のキャリア支援 (シリーズダイバーシティ経営)

武石恵美子著/高崎美佐著

336.4/TA62

3階開架

天才を殺す凡人 : 職場の人間関係に悩む、すべての人へ
クラウドファンディングで人生が変わる! : 6人の成功ストー
リー

北野唯我著

336.49/KI69

3階開架

川辺友之著

336.82/KA91

3階開架

クラウドファンディング研
究会著

336.82/KU57

3階開架

336/KO94

3階開架

クラウドファンディングで資金調達に成功する : コレだけ!技
リモートワーク大全
アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書

壽かおり著
アンドリュー・O・スミス
著/桜田直美訳
ケネス・J・ガーゲン著/鮫
島輝美, 東村知子訳
ケネス・J・ガーゲン, メア
リー・ガーゲン著/小金輝彦

338/SM 5

3階開架

361.4/G 36

3階開架

361.4/G 36

3階開架

おしゃべりと嘘 : 「かたり」をめぐる文化論
樋口桂子著
プレゼンテーション入門 : 学生のためのプレゼン上達術 (アカ
デミック・スキルズ)
大出敦編著/直江健介著

361.4/H 56

3階開架

361.4/O 31

3階開架

価値観の多様性はなぜ認められないのか
花房尚作著
あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 : 10代から知っておきた
い
森山至貴著

361.41/H 27

3階開架

361.45/MO73

3階開架

神トーーク : 「伝え方しだい」で人生は思い通り
多文化社会のコミュニケーション : 買いかぶらず、決めつけ
ない基本スキル
江戸とアバター : 私たちの内なるダイバーシティ (朝日新
書:757)

星渉著

361.454/H 92

3階開架

山本喜久江, 八代京子著

361.454/Y 31

3階開架

池上英子, 田中優子著

361.48/I 33

3階開架

BLの教科書
多文化共生社会に生きる : グローバル時代の多様性・人権・
教育

堀あきこ, 守如子編

361.5/H 87

3階開架

李修京編著

361.5/I 11

3階開架

関係からはじまる : 社会構成主義がひらく人間観
現実はいつも対話から生まれる : 社会構成主義入門
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ダイバーシティ・マネジメント入門 : 経営戦略としての多様
性

尾﨑俊哉著

澁澤健太郎, 雨宮寛二, 諸伏
多様性社会と人間 : IT社会と経営・食文化・ダイバーシティー
雅代共著
BLが開く扉 : 変容するアジアのセクシュアリティとジェン
ジェームズ・ウェルカー編
ダー
著

361.5/O 96

3階開架

361.5/TA98

3階開架

361.5/W 56

3階開架

コミュニティの幸福論 : 助け合うことの社会学

桜井政成著

361.6/SA47

3階開架

マイノリティの人権を護る : 靖国訴訟・指紋押なつ拒否訴
訟・BC級戦犯者訴訟を中心として

今村嗣夫著

361.61/I 44

3階開架

地元を生きる : 沖縄的共同性の社会学
これからの「共生社会」を考える : 多様性を受容するインク
ルーシブな社会づくり

岸政彦 [ほか] 著
361.7/J 51
小山望監修/勅使河原隆行監
修/内城喜貴監修
361.8/KO79

3階開架

「差別はいけない」とみんないうけれど。

綿野恵太著

3階開架

質的研究入門 : 「人間の科学」のための方法論 新版

ウヴェ・フリック著/小田博
志監訳/小田博志 [ほか] 訳 361.9/F 33

3階開架

質的データ分析法 : 原理・方法・実践
ダイバーシティ経営と人材マネジメント : 生協にみるワー
ク・ライフ・バランスと理念の共有

佐藤郁哉著

361.9/SA85

3階開架

佐藤博樹編著

365.85/SA85

3階開架

ディスガイズド・エンプロイメント : 名ばかり個人事業主
雇用・人材開発の日欧比較 : ダイバーシティ&インクルージョ
ンの視点からの分析
日中韓働き方の経済学分析 : 日本を持続するために中国・韓
国から学べること
障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 : ソーシャル
ファームという希望

脇田滋編著

366.021/W 33

3階開架

二神枝保編著

366.21/F 97

3階開架

石塚浩美著

366.21/I 84

3階開架

姫路まさのり著

366.28/H 59

3階開架

自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する本
なぜ女性管理職は少ないのか : 女性の昇進を妨げる要因を考
える (青弓社ライブラリー:96)
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? : 外
国人エリート留学生の知られざる本音

星賢人著
366.29/H 92
大沢真知子編著/日本女子大
学現代女性キャリア研究所 366.38/O 74

3階開架

九門大士著
デヴィッド・グレーバー 著
/酒井隆史, 芳賀達彦, 森田和
一橋大学社会学部佐藤文香
ゼミ生一同著
レベッカ・ソルニット著/
ハーン小路恭子訳

366.89/KU39

3階開架

366/G 75

3階開架

367.1/SA85

3階開架

367.1/SO34

3階開架

ブルシット・ジョブ : クソどうでもいい仕事の理論
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあ
なたらしくいられるための29問
説教したがる男たち
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361.8/W 46

3階開架

3階開架

これからの男の子たちへ : 「男らしさ」から自由になるため
のレッスン
太田啓子著
韓国の若者 : なぜ彼らは就職・結婚・出産を諦めるのか (中公
新書ラクレ:701)
安宿緑著
「ふつう」ってなんだ? : LGBTについて知る本
おやこで話すはじめてのLGBTs : きみは世界でただひとり
イエスの意味はイエス、それから…
女子少年院の少女たち : 「普通」に生きることがわからな
かった
わたしの身体はままならない : 「障害者のリアルに迫るゼ
ミ」特別講義
防災イツモマニュアル
多文化・多様性理解ハンドブック : 学校と子ども、保護者を
めぐる 改訂版
多文化社会で多様性を考えるワークブック
日本のオンライン教育最前線 : アフターコロナの学びを考え
る
気がるに園内研修スタートアップ : みんなが活きる研修テー
マの選び方
共に生きるためのキャリアプランニング : ダイバーシティ時
代をどう生きるか

367.5/O 81

3階開架

367.68/Y 66

3階開架

藥師実芳, 中島潤監修
367.9/F 97
鶴岡そらやす著/一芒イラス
ト
367.9/TS86
カロリン・エムケ著/浅井晶
子訳
367.93/E 52

3階開架

中村すえこ著

368.71/N 37

3階開架

石田祐貴 [ほか] 著
369.27/W 47
防災イツモプロジェクト編/
寄藤文平絵
369.3/B 66
松永典子編著/施光恒, 波潟
有田佳代子,
渋谷実希 371.5/MA83
剛, S.M.D.T志賀玲子,
ランブクピティ

3階開架

編著/新井久容, 新城直樹, 山本
冴里著
371.5/TA12

3階開架

3階開架
3階開架

3階開架
3階開架

石戸奈々子編著

372.107/I 72

3階開架

那須信樹著者代表

376.14/KI16

3階開架

平岩久里子著

377.9/H 64

3階開架

田中里尚著

383.1/TA84

3階開架

リクルートスーツの社会史
田中里尚著
平成・令和食ブーム総ざらい : 何が食べたいの、日本人? (イ
ンターナショナル新書:059)
阿古真理著
デイビッド・ウォレス・
地球に住めなくなる日 : 「気候崩壊」の避けられない真実
ウェルズ著/藤井留美訳
インフォビジュアル研究所
図解でわかる14歳から知る気候変動
著

383.1/TA84

3階開架

383.81/A 38

3階開架

451.85/W 36

3階開架

451.85/Z 6

3階開架

47都道府県知っておきたい気象・気象災害がわかる事典

三隅良平著

451.91/MI55

3階開架

若い読者に贈る美しい生物学講義 : 感動する生命のはなし

更科功著
デビッド・A・シンクレア,
マシュー・D・ラプラント

460/SA69

3階開架

491.358/SI 8

3階開架

リクルートスーツの社会史

Lifespan (ライフスパン) : 老いなき世界
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493.7/SA25

3階開架

もしも一年後、この世にいないとしたら。
清水研著
令和時代の社会保障と働き方を考える (厚生労働白書:令和2年
版)
厚生労働省編
最高の体調 : 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから
編み出した (Active health:001)
鈴木祐 著

494.5/SH49

3階開架

498.3/SU96

3階開架

未病図鑑 : 病院にも薬にも頼らないカラダをつくる

渡辺賢治著

498.3/W 46

3階開架

図解眠れなくなるほど面白い免疫力の話
読むサウナ美人 : 女はサウナで生まれ変わる : カラダもココロ
もモヤモヤ脱出!
パンデミックブルー(感染爆発不安) から心と体と暮らしを守
る50の方法
食品添加物はなぜ嫌われるのか : 食品情報を「正しく」読み
解くリテラシー (DOJIN選書:83)

石原新菜監修
まんきつ絵/木村昭子監修/
笹野美紀恵監修

498.3/Z 6

3階開架

498.37/Y 81

3階開架

古賀良彦著

498.39/KO24

3階開架

畝山智香子著

498.54/U 75

3階開架

最新基礎栄養学 第9版

篠田粧子, 南道子編

498.55/SA22

3階開架

高たんぱく質レシピ151 : 筋トレ・ダイエットの効果UP

3階開架

さらば健康食神話 : フードファディズムの罠
新ダイエットごはん : たんぱく質で痩せる&リバウンド
STOP!!

主婦の友社編
498.583/KO92
アラン・レヴィノヴィッツ
著/ナカイサヤカ訳
498.583/L 57
上西一弘監修/磯村優貴恵料
理制作
498.583/SH57

武漢日記 : 封鎖下60日の魂の記録

方方著/飯塚容, 渡辺新一訳

498.6/F 14

3階開架

499.87/KA59

3階開架

501.6/D 44

3階開架

501.6/N 11

3階開架

518.54/TA73

3階開架

519.1/SH18

3階開架

心を病んだらいけないの? : うつ病社会の処方箋 (新潮選書)

斎藤環, 與那覇潤著

簡単手作り石けん、ハンドジェル、ハンド&マスクスプレー :
生活の木著
清潔な暮らしに役立つ45のアロマクラフト
江田健二, 阪口幸雄, 松本真
「脱炭素化」はとまらない! : 未来を描くビジネスのヒント
由美共著
ヨアン・S.ノルゴー, ベン
エネルギーと私たちの社会 : デンマークに学ぶ成熟社会
テ・L.クリステンセン [著]/
ゴミ清掃員の日常 : あたらしい時代で、しあわせになるゴミ 滝沢秀一原作・構成/滝沢友
出し術 ミライ編
紀まんが
環境にお金を払う仕組み : PES生態系サービスへの支払いが
分かる本
柴田晋吾著

498.1/KO83/2020 3階開架

3階開架
3階開架

海洋プラスチック : 永遠のごみの行方 (角川新書:[K-318])

保坂直紀著

519.4/H 91

3階開架

実践で学ぶ「生物多様性」 (岩波ブックレット:No. 1015)

鷲谷いづみ著

519.8/W 44

3階開架
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グレタたったひとりのストライキ

マレーナ・エルンマン [ほ
か] 著/羽根由, 寺尾まち子

519/E 68

3階開架

未来をつくる道具わたしたちのSDGs

川廷昌弘著

519/KA98

3階開架

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉

佐藤美由紀著

519/SA85

3階開架

地球環境問題がよくわかる本

浦野紘平, 浦野真弥共著

519/U 84

3階開架

インフォビジュアル研究所
著

519/Z 6

3階開架

図解でわかる14歳からの水と環境問題
脱!SNSのトラブル : LINEフェイスブックツイッターやって良
いこと悪いこと 増補版
ネットとSNSを安全に使いこなす方法 (U18世の中ガイド
ブック)

3階開架

図解まるわかり5Gのしくみ

佐藤佳弘編著
547.48/SA85
ルーイ・ストウェル著/小寺
547.483/ST 7
敦子訳
飯盛英二, 田原幹雄, 中村隆
治著
547.5/Z 6

VR原論 : 人とテクノロジーの新しいリアル

服部桂著

548/H 44

3階開架

トコトンやさしいVRの本 (B&Tブックス. 今日からモノ知り
シリーズ)

東京大学バーチャルリアリ
ティ教育研究センター編

548/TO34

3階開架

ちょっとフレンチなおうち仕事 (正しく暮らすシリーズ)

タサン志麻著

590.4/TA92

3階開架

あるものでまかなう生活
ちいさなお直し : ダーニング、刺繡、アップリケで穴あき、
ほつれ、汚れを繕う
イチバン親切な手ぬいの教科書 : ぬい方の基本から小物・洋
服作りまで 新版
いちばんよくわかる刺しゅうの基礎 : ヨーロッパ刺しゅうの
基本&クロスステッチの詳しい刺し方 : 図案420点 増補改訂
テクニックだけで生まれつき美人に見せる黄金比メイク : 自
分史上最高の私になれる!

井出留美著
590/I 19
いわせあさこ著/鯉渕直子著
/ミムラトモミ著
593.3/C 43

3階開架

高橋恵美子著

593.3/TA33

3階開架

594.2/I 13

3階開架

595.5/A 41

3階開架

じゃがいも×ワタナベマキ=食感 : ポテトブック (食の方程式) ワタナベマキ著
香り豊かな茶葉でおいしい至福のスイーツ : 紅茶・抹茶・ほ
うじ茶・煎茶・中国茶
坂田阿希子ほか著
世界一美味しいコーヒーの淹れ方 : ワールド・バリスタ・
チャンピオンが教える
井崎英典著

596.37/W 46

3階開架

596.65/KA61

3階開架

596.7/I 98

3階開架

理由がわかればもっとおいしい!コーヒーを楽しむ教科書
井崎英典監修
アサヒビールのズバうま!おつまみ : 家のみが楽しくなる185
品
アサヒビール株式会社監修

596.7/R 49

3階開架

596/A 82

3階開架

ALISA著
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3階開架
3階開架

3階開架

フライパンで10分!ごちそう煮込み

市瀬悦子著

596/I 17

3階開架

28文字の片づけ
minneが教える売れるきほん帖 : ハンドメイド作家のための
教科書!! : minne by GMOペパボ公式本
デジタルマーケティング見るだけノート : 知識ゼロからPV
数、CVR、リピート率向上を実現!

yur.3著

597.5/Y 98

3階開架

和田まお著

673.36/W 12

3階開架

山浦直宏監修

675/D 54

3階開架

サブスクリプション (やさしく知りたい先端科学シリーズ:7)
サブスクリプションで売上の壁を超える方法 (MarkeZine
BOOKS)

小宮紳一著

675/KO65

3階開架

西井敏恭著

675/N 82

3階開架

60分でわかる!サブスクリプション
リンクアップ著
不況を乗り切るマーケティング図鑑 : 成功企業16社でわかる
サバイバル・マニュアル
酒井光雄著
インバウンド再生 : コロナ後への観光政策をイタリアと京都
宗田好史著
から考える

675/R 45

3階開架

675/SA29

3階開架

689.237/MU33

3階開架

「IR」はニッポンを救う! : カジノ?それとも超大型リゾート? 渋谷和宏著
文化と多様性 (児童図書館・絵本の部屋. 今、世界はあぶない マリー・マーレイ文/ハナ
のか?)
ネ・カイ絵/大山泉訳

689.4/SH23

3階開架

726.6/B 89

3階開架

ミリーのすてきなぼうし

きたむらさとし作

726.6/MI49

3階開架

鬼といりまめ : 二月(節分のはなし) (行事むかしむかし)

谷真介文/赤坂三好絵

726.6/O 66

3階開架

おじいちゃんの大切な一日
とりになったきょうりゅうのはなし 改訂版 (かがくのとも絵
本)

重松清著/はまのゆか絵

726.6/SH28

3階開架

大島英太郎さく

726.6/TO67

3階開架

ズートピア : 2-4歳向け (ディズニーゴールド絵本)
美術館って、おもしろい! : 展覧会のつくりかた、働く人た
ち、美術館の歴史、裏も表もすべてわかる本
「鬼滅の刃」の折れない心をつくる言葉

俵ゆり構成・文
726.6/Z 8
モラヴィア美術館著/阿部賢
706.9/MO41
一, 須藤輝彦訳
藤寺郁光著
726.101/F 56

3階開架

字がきれい!はいいことづくし

川南富美恵著

728.9/KA95

4階開架・移動書架

カミキィの<か和いい>季節のおりがみ : 和テイストで楽しむ

カミキィ著

754.9/KA37

4階開架・移動書架

力尽き筋トレ

石本哲郎著

780.7/I 78

4階開架・移動書架
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4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

リモートワークの日本語 : 最新オンライン仕事術 (小学館新
書:[378])
レポート・論文の書き方入門 第4版

石黒圭著

809.6/I 73

4階開架・移動書架

河野哲也著
816.5/KO76
上野智子編/平山輝男 [ほか]
818/N 77/39
編集委員
朝日新聞論説委員室編/国際
837/A 82/202
発信部訳

4階開架・移動書架

恋愛学で読みとく文豪の恋 (光文社新書:1087)

森川友義著

910.26/MO51

4階開架・移動書架

村上春樹謎とき事典 1

根本治久著

910.268/MU43

4階開架・移動書架

そのままでいい : 100万いいね!を集めた176の言葉

田口久人著

911.56/TA19

4階開架・移動書架

小説の神様 (講談社タイガ:[アF-01])
カナダ金貨の謎 (講談社ノベルス:[アL-19]. 国名シリーズ:第
10弾)

相沢沙呼著

913.6/A 26

4階開架・移動書架

有栖川有栖著

913.6/A 76

4階開架・移動書架

死にがいを求めて生きているの

朝井リョウ著

913.6/A 83

4階開架・移動書架

盤上に君はもういない

綾崎隼著

913.6/A 98

4階開架・移動書架

透明な夜の香り

千早茜著

913.6/C 43

4階開架・移動書架

カブキブ! 1

榎田ユウリ著

913.6/E 21/1

4階開架・移動書架

カブキブ! 2

榎田ユウリ 著

913.6/E 21/2

4階開架・移動書架

カブキブ! 3

榎田ユウリ 著

913.6/E 21/3

4階開架・移動書架

カブキブ! 4

榎田ユウリ 著

913.6/E 21/4

4階開架・移動書架

カブキブ! 5

榎田ユウリ 著

913.6/E 21/5

4階開架・移動書架

カブキブ! 6

榎田ユウリ 著

913.6/E 21/6

4階開架・移動書架

カブキブ! 7
グットナイトベイビー (妖琦庵夜話. [5]) (角川ホラー文庫:H
え3-5)
花闇の来訪者 (角川ホラー文庫:20445, Hえ3-6. 妖琦庵夜
話:[6])
誰が麒麟を鳴かせるか (妖琦庵夜話. [7]) (角川ホラー文庫:え
3-7)

榎田ユウリ 著

913.6/E 21/7

4階開架・移動書架

榎田ユウリ 著

913.6/E 21/5

4階開架・移動書架

榎田ユウリ著

913.6/E 21/6

4階開架・移動書架

榎田ユウリ 著

913.6/E 21/7

4階開架・移動書架

高知県のことば (日本のことばシリーズ:39)
天声人語 2020秋
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4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

顔のない鵺 (妖琦庵夜話. [8]) (角川ホラー文庫:え3-8)

榎田ユウリ 著

913.6/E 21/8

4階開架・移動書架

真夜中乙女戦争

F著

913.6/E 27

4階開架・移動書架

この本を盗む者は

深緑野分著

913.6/F 72

4階開架・移動書架

もう、聞こえない

誉田哲也著

913.6/H 84

4階開架・移動書架

アルルカンと道化師 : 半沢直樹

池井戸潤著

913.6/I 33

4階開架・移動書架

小学生刑事(デカ)

伊藤尋也著

913.6/I 89

4階開架・移動書架

夫の墓には入りません (中公文庫:[か-86-2])

垣谷美雨著

913.6/KA26

4階開架・移動書架

うちの子が結婚しないので (新潮文庫:11103, か-72-3)

垣谷美雨著

913.6/KA26

4階開架・移動書架

トリップ (光文社文庫:[か42-1])

角田光代著

913.6/KA28

4階開架・移動書架

日没

桐野夏生著

913.6/KI54

4階開架・移動書架

僕とおじいちゃんと魔法の塔 2

香月日輪著

913.6/KO99/2

4階開架・移動書架

僕とおじいちゃんと魔法の塔 3

香月日輪著

913.6/KO99/3

4階開架・移動書架

僕とおじいちゃんと魔法の塔 6

香月日輪著

913.6/KO99/6

4階開架・移動書架

殺人出産 (講談社文庫:[む-31])

榎田ユウリ 著

913.6/MU59

4階開架・移動書架

滅びの前のシャングリラ

凪良ゆう著

913.6/N 26

4階開架・移動書架

隣はシリアルキラー

中山七里著

913.6/N 45

4階開架・移動書架

始まりの木

夏川草介著

913.6/N 58

4階開架・移動書架

あつあつを召し上がれ (新潮文庫:9952, お-86-1)

小川糸著

913.6/O 24

4階開架・移動書架

スキマワラシ

恩田陸著

913.6/O 65

4階開架・移動書架

きみの瞳(め)が問いかけている (宝島社文庫:Cさ-14-1)

登米裕一脚本/沢木まひろ著 913.6/SA94

4階開架・移動書架

さすらい猫ノアの伝説 (講談社文庫:し61-26)

重松清 著

913.6/SH28

4階開架・移動書架

この気持ちもいつか忘れる CD付・先行限定版

住野よる著

913.6/SU63

4階開架・移動書架
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水を縫う

寺地はるな著

913.6/TE42

4階開架・移動書架

しゃもぬまの島

上畠菜緒著

913.6/U 36

4階開架・移動書架

かか

宇佐見りん著

913.6/U 92

4階開架・移動書架

自転しながら公転する

山本文緒著

913.6/Y 31

4階開架・移動書架

ルパンの星 (講談社文庫:よ38-10)

横関大著

913.6/Y 79

4階開架・移動書架

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら

神田桂一, 菊池良著

913.7/KA51

4階開架・移動書架

アガワ家の危ない食卓

阿川佐和子著

914.6/A 19

4階開架・移動書架

いつか別れる。でもそれは今日ではない

F著

914.6/F 11

4階開架・移動書架

20代で得た知見

F著

914.6/F 11

4階開架・移動書架

家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった

岸田奈美著

914.6/KI57

4階開架・移動書架

いかがなものか

群ようこ著
914.6/MU67
ソン・ウォンピョン著/矢島
929.13/SO41
暁子訳

4階開架・移動書架

ハテワン著/呉永雅訳
929.14/H 11
ダニエル・デフォー著/中山
933/D 53
宥訳
ジョージ・ソーンダーズ著/
外山滋比古, 佐藤由紀訳
934.7/SA91

4階開架・移動書架

アーモンド
すべての瞬間が君だった : きらきら輝いていた僕たちの時間
新訳ペスト
人生で大切なたったひとつのこと
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4階開架・移動書架

4階開架・移動書架
4階開架・移動書架

