
令和 3年度 9月図書新着リスト

一般

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 007.6 いちばんやさしい60代からのiPad 増田由紀 著 日経BP

2 019.0 病と障害と、傍らにあった本。 齋藤陽道、ほか 著 里山社

3 070.4 皇室タブー 篠田博之 著 創出社

4 143.7 怒れる老人 安藤俊介 著 産業編集センター

5 148.1 ビジネス手相 美猫 著 幻冬舎

6 148.1 島田秀平が3万人の手相を見てわかった！「金運」の鍛え方 島田秀平 著 SBクリエイティブ

7 290.9 地上に星座をつくる 石川直樹 著 新潮社

8 291.6 南紀白浜 熊野古道 高野山（ココミル関西5） JTBパブリッシング

9 311.3 ルポ百田尚樹現象 石戸諭 著 小学館

10 312.1 100日で収束しない日本のコロナ禍 ぼうごなつこ 著 扶桑社

11 326.5 女性受刑者とわが子をつなぐ絵本の読みあい 村中李衣 編著 かもがわ出版

12 332.1 シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成 安宅和人 著 ニュースピックス

13 345.3 あっという間にスマホでかんたん確定申告 山本宏 監修 技術評論社

14 367.3 ルポ定形外家族 大塚玲子 著 SBクリエイティブ

15 367.6 スクールカーストの正体 堀裕嗣 著 小学館

16 367.9 これからのヴァギナの話をしよう リン・エントライト 著 河出書房新社

17 369.2 親が倒れた！親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 太田差恵子 著 翔泳社

18 369.2 支援者・家族のためのひきこもり相談支援実践ガイドブック 原田豊 著 福村出版

19 369.4 行列のできる児童相談所 井上景 著 北大路書房

20 371.4 「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき親ができること 石井志昂 著 ポプラ社

21 378.5 6歳までの「ことばの遅れ」の不安が消える 上里聡、山田有紀 共著 現代書林

22 392.1 イージス・アショアを追う 秋田魁新報取材班 編著 秋田魁新報社

23 396.0 情報分析官が見た陸軍中野学校 上田篤盛 著 並木書房

24 493.1 家でも外でも転ばない体を２カ月でつくる！ 安保雅博 著 すばる舎

25 493.3 医者が教える肺年齢が若返る呼吸術 奥仲哲弥 著 学研プラス

26 493.7 薬になるべく頼らず認知症とつきあう方法 宇田川久美子 著 河出書房新社

27 497.9 免疫力を高めてウイルスを遠ざける7秒うがい 照山裕子 著 きずな出版

28 498.3 外反母趾、巻き爪、たこ・うおの目を自力で治す 高山かおる 監修 扶桑社

29 498.3 75歳までに身につけたいシニアのための7つの睡眠習慣 遠藤拓郎 著 横浜タイガ出版

30 590 ミニマリストの愛用品 宝島社

31 591 私がお金で困らないためには今から何をすればいいですか？ 井戸美枝 著 日本実業出版社

32 593.3 初めてでも作れる！ハンドメイドの帽子BOOK ｍａｍｅｃｏ 著 ブティック社

33 596.3 簡単にはじめる手作り燻製 燻製同視 著 世界文化ブックス

34 596.6 イチバン親切なパンの教科書 坂本りか 著 新星出版社

35 597.9 50過ぎたら、住まいは安全、そうじは要領 沖幸子 著 祥伝社

36 611.1 有機農業のチカラ 大江正章 著 コモンズ



37 615.7 「自然と共にある農業」への道を探る 中島紀一 著 筑波書房

38 673.3 イラストだけでわかる！接客のきほん 岩倉正枝 著 ダイヤモンド社

39 724.3 基本が身につく油絵レッスン 山中俊明 著 ナツメ社

40 751.1 やきもの文様事典 陶公房編集部 編 誠文堂新光社

41 780.1 プロが教えるジュニア選手の「勝負食」 石川三知 監修 メイツユニバーサルコンテンツ

42 783.1 部活で差がつく！バスケットボール弱点克服マニュアル 田渡優 監修 メイツユニバーサルコンテンツ

43 783.7 部活で差がつく！野球ピッチング基本のテクニック 正村公弘 監修 メイツユニバーサルコンテンツ

44 787.1 親子で「海釣り」徹底サポートBOOK 山口充 監修 メイツユニバーサルコンテンツ

45 809.2 話力1日10分集中講義 日本話し方協会 著 毎日新聞出版

46 813.1 比べて楽しい国語辞典ディープな読み方 ながさわ 著 河出書房新社

47 913.6 QUEEN 麻生幾 著 角川春樹事務所

48 913.6 コンタミ 伊予原新 著 講談社

49 913.6 ブルーネス 伊予原新 著 文藝春秋

50 913.6 波濤の城 五十嵐貴久 著 祥伝社

51 913.6 星落ちて、なお 澤田瞳子 著 文藝春秋

52 913.6 彼岸花が咲く島 李琴峰 著 文藝春秋

53 914.6 渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田壽賀子 著 大和書房

53

児童書
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 209 こどもサピエンス史 ベングト=エリック・エングホルム著 NHK出版

2 291 クイズとことん都道府県1 由井薗健 監修 理論社

3 291 クイズとことん都道府県2 由井薗健 監修 理論社

4 291 クイズとことん都道府県3 由井薗健 監修 理論社

5 320 開廷！こども裁判 山崎聡一郎 原案 講談社

6 385 るるぶ あそんでおぼえるおでかけマナー週末編 しみずだいすけ 著 JTBパブリッシング

7 385 るるぶ あそんでおぼえるおでかけマナーご近所編 しみずだいすけ 著 JTBパブリッシング

8 487 じぶんでよめるさかなずかん 成美堂出版編集部 著 成美堂出版

9 491 いちばんやさしい「脳」の絵本 ベティナ・イップ 文 河出書房新社

10 778 スーパー戦隊大図鑑デラックス 最新版 ポプラ社

11 798 名探偵コナンの究極迷路 青山剛昌 原案 小学館

12 913 十年屋 3 廣嶋玲子 作 静山社

13 913 十年屋 4 廣嶋玲子 作 静山社

14 913 十年屋 5 廣嶋玲子 作 静山社

15 E まほうのハッピーハロウィン 石津ちひろ 文 ブロンズ新社

16 E 宿題ファイター よしながこうたく さく 好学社

17 E だーっこだっこ にへいたもつ 作 KADOKAWA

18 E うさぎちゃんうみへいく せなけいこ 作・絵 金の星社

19 E すやすやおやすみ 石津ちひろ 文 福音館書店

20 E 絵本 はたらく細胞 1 清水茜 原作 講談社



21 E 絵本 はたらく細胞 2 清水茜 原作 講談社

22 E こうじしてます こつこつこーん くにすえたくし え 視覚デザイン研究所

23 E おまく　えほん遠野物語 柳田国男 原作、京極夏彦 文 汐文社

24 E くろねこのほんやさん シンディ・ウーメ 文・絵 小学館

24

ヤング
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y726.1 ドラゴン桜 1～21 三田紀房 著 講談社

21

郷土
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 K291.9 南城市見聞記 仲宗根幸男 著 ボーダーインク

2 K521.8 首里城 消失から再建への道のり 沖縄タイムス社

3 K726.1 おばあタイムス 6 大城さとし 著 沖縄タイムス社

4 K916 首里城シーサーと脳梗塞リハビリ 松下武 著 ボーダーインク

4

合計 102冊


