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10021329 007/A ロボットは東大に入れるか 新井紀子 新曜社 20013691 289/Sa ラッキーガール 佐藤真海 集英社

10021291 007/O
問題解決力を鍛える!アルゴリズムと
データ構造

大槻兼資 講談社 20013711 291/I 47都道府県の歴史と地理がわかる事典 伊藤賀一 幻冬舎

10021312 007/Mu コンピューターってどんなしくみ? 誠文堂新光社 10021336 302/Chi
地図とデータで見る水の世界ハンドブッ
ク

ダヴィド・
ブランショ
ン

原書房

20013697 019/Ya 前に進むための読書論 山口真由 光文社 20013712 311/U
保守主義とは何か : 反フランス革命か
ら現代日本まで

宇野重規 中央公論新社

20013659
031/Gi
/2021

ギネス世界記録 2021
クレイグ・
グレンディ
編

角川アスキー
総合研究所

20013714 311/Mi
ポピュリズムとは何か : 民主主義の敵か、
改革の希望か

水島治郎 中央公論新社

20013681 130/Sa バカロレア幸福論 坂本尚志 星海社 20013713 311/Wa
リバタリアニズム : アメリカを揺るが
す自由至上主義

渡辺靖 中央公論新社

10021349 140/Ta 図解心理学用語大全 田中正人編 誠文堂新光社 10021317 333/Po/13SDGsのきほん目標12 : 生産と消費 稲葉茂勝 ポプラ社

10021306 141/I もの忘れと記憶の科学 五日市哲雄 日刊工業新聞社 10021316 333/Po/14SDGsのきほん目標13 : 気候変動 稲葉茂勝 ポプラ社

10021333 159/Ka 脱・呪縛 鎌田實 理論社 10021324 336/Ni
新エバンジェリスト養成講座 : Tips
for Presentation

脇資哲 翔泳社

10021285 146/Sa
インスタントヘルプ!10代のためのマイ
ンドフルネストレーニング

エイミー・
サルツマン

合同出版 10021345 337/Shi
しくじりから学ぶ13歳からのスマホルー
ル

島袋コウ 旬報社

10021307 159/Hi
「嫌い」の感情が人を成長させる : 考
える力・感じる力・選ぶ力を身につける

樋口裕一 さくら舎 10021300 337/Fu/5
いくらかな?社会がみえるねだんのはな
し : リサイクルと環境のねだん

藤田千枝編 大月書店

10021281 159/Fu あなたの知らないあなたの強み 古野俊幸 日経BP 10021346 337/Su/6
いくらかな?社会がみえるねだんのはな
し : 戦争と安全のねだん

菅原由美子 大月書店

10021323 159/Yo 習慣が10割 吉井雅之 すばる舎 20013718 361/Ko
同調圧力 : 日本社会はなぜ息苦しいの
か

鴻上尚史 講談社

10021301
209/Ga
/別-1

世界遺産学習事典
世界遺産ア
カデミー監
修

学研プラス 10021334 361/Mo
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 WAVE出版

10021321
209/Ga
/別-2

人物学習事典
近藤二郎監
修

学研プラス 20013701 361/Ya
ほどよい距離でつきあえるこじれないNO
の伝え方

八巻香織
太郎次郎社エ
ディタス

10021318 209/D 世界史を変えた戦い DK社編 原書房 10021295 366/I
なぜ僕らは働くのか : 君が幸せになる
ために考えてほしい大切なこと

池上彰監修 学研プラス

20013719 289/Ko 上杉鷹山 : 「富国安民」の政治 小関悠一郎 岩波書店 20013685 367/U
女の子はどう生きるか : 教えて、上野
先生!

上野千鶴子 岩波書店

～新しい本が入りました！～ 新着図書案内 メディアライブラリー2021.4 No.01



資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社 資料番号 請求記号 書誌情報 著者 出版社

10021322 369/Ta
「お手伝いしましょうか?」うれしかっ
た、そのひとこと

高橋うらら 講談社 10021342
/43,44

726/Chu
/18,19,20

マンガ日本の古典 : 太平記 上中下
さいとうた
かを

中央公論新社

10021326 370/Ta だから、みんなちがっていい 高濱正伸 扶桑社 10021347
726/Chu
/21

マンガ日本の古典 : 御伽草子 やまだ紫 中央公論新社

10021286 371/A
アニメに学ぶ心理学 : 『千と千尋の神
隠し』を読む

愛甲修子 言視舎 10021348
726/Chu
/22

マンガ日本の古典 : 信長公記 / [太田
牛一原作]

小島剛夕 中央公論新社

10021297 371/A
学校、行かなきゃいけないの? : これか
らの不登校ガイド : 14歳の世渡り術

宮処凛 河出書房新社 10021262 726/Ma ウサギ
ジョン・
マーズデン

河出書房新社

10021288 371/Ma 勉強できる子卑屈化社会
前川ヤスタ
カ

宝島社 20013676
726/Shi
/6

はたらく細胞06 清水茜 講談社

20013677 410/Yo
文系もハマる数学 : 読み出したら止ま
らない!

横山明日希 青春出版社 20013684 762/Na
ベートーヴェン : 音楽の革命はいかに
成し遂げられたか

中野雄 文藝春秋

10021298 451/Ko

気候変動から世界をまもる30の方法 :
わたしたちのクライメート・ジャスティ
ス!

国際環境
NGO FoE
Japan編

合同出版 10021280 726/Ni
えんとつ町のプペル = Poupelle of
chimney town

にしのあき
ひろ

幻冬舎

20013680 480/Mi 動物園・その歴史と冒険 溝井裕一 中央公論新社 10021305 783/Ha

考えるテニス : 読めばテニスが楽しく
なる、強くなる。「勝てるヒント」135
話

橋爪宏幸 学研プラス

10021290 589/Ka
生き残るアパレル死ぬアパレル :
ZARA、ユニクロ圧勝の秘密を明かす

河合拓
ダイヤモンド・リ
テイルメディア

20013668
813/A
/2022

朝日キーワード : 2022
朝日新聞出
版編

朝日新聞出版

10021331 590/O ゆるく身につく家事のきほん
おそうじペ
コ監修

成美堂出版 10021319 813/Ke 辞典語辞典 見坊行徳 誠文堂新光社

10021325 590/Shu
ひとり暮らしで知りたいことが全部のっ
てる本

主婦の友社編 主婦の友社 10021341 816/Fu
「文章術のベストセラー100冊」のポイ
ントを1冊にまとめてみた。

藤吉豊 日経BP

10021354 596/Mi/1

かんたん!おいしい!フォトジェニック・
スイーツ : きらきら☆カラフルスイー
ツ

宮沢うらら 汐文社 10021350 816/To 論文の教室 : レポートから卒論まで 戸田山和久 NHK出版

10021353 596/Mi/2
かんたん!おいしい!フォトジェニック・
スイーツ : びっくり!そっくりスイーツ

宮沢うらら 汐文社 20013675 910/Ka 平安男子の元気な!生活 川村裕子 岩波書店

10021355 596/Mi/3
かんたん!おいしい!フォトジェニック・
スイーツ : ときめくパンアート

宮沢うらら 汐文社 20013708 913/A/2
わたし、定時で帰ります。 : 打倒!パワ
ハラ企業編

朱野帰子 新潮社

10021340 596/Mi/4
かんたん!おいしい!フォトジェニック・
スイーツ : わくわく!へんしんスイーツ

宮沢うらら 汐文社 10021303 913/I ぼくらのセイキマツ 伊藤たかみ 理論社

10021339 611/I
図解でわかる14歳から知る食べ物と人類
の1万年史

インフォビジュ

アル研究所
太田出版 10021328 913/I ギフト、ぼくの場合 今井恭子 小学館

10021332 675/O
アスリート×ブランド : 感動と興奮を
分かち合うスポーツシーンのつくり方

長田新子 宣伝会議 20013688
/89/90

913/I/
18-1/-
2/-3

相棒season18 : 上中下
碇卯人ノベ
ライズ

朝日新聞出版

10021356 686/I
もじもじもじ鉄 : 鉄道の書体とデザイ
ンほぼぜんぶ

石川祐基 三才ブックス 20013695 913/E/22 5分後に残酷さに震えるラスト
エブリスタ
編

河出書房新社

20013698 686/Ku
アニメと鉄道ビジネス : キャラクター
が地域と鉄道を進化させる

栗原景 交通新聞社 20013717 913/U
コミュニケーション力を高めるプレゼ
ン・発表術

上坂博亨 岩波書店
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10021272 913/O 彼らは世界にはなればなれに立っている 太田愛 KADOKAWA 10021310 913/Ha 徳治郎とボク 花形みつる 理論社

10021304 913/O 灰の劇場 恩田陸 河出書房新社 20013687 913/Ha 糸 林民夫 幻冬舎

10021282 913/Ka オルタネート
加藤シゲア
キ

新潮社 10021327 913/Ma 永遠の仮眠 松尾潔 新潮社

10021296 913/Ka
ヴンダーカンマー : ここは魅惑の博物
館

樫崎茜 理論社 10021294 913/Mi オオカミの時間 : 今そこにある不思議集 三田村信行 理論社

10021314 913/Ka 夏物語 川上未映子 文藝春秋 20013699 913/Mi/3 夢のかたち 緑川 聖司 ポプラ社

20013669 913/Ka さがしもの 角田光代 新潮社 20013700 913/Mu 嘘 : love lies 村山由佳 新潮社

20013671 913/Ka 学校の青空 角田光代 河出書房新社 20013670 913/Ya
明日死ぬかもしれない自分、そしてあな
たたち

山田詠美 幻冬舎

20013706 913/Ki/10 博多豚骨ラーメンズ ; 10 木崎ちあき KADOKAWA 20013696 913/Ya/3 鬼滅の刃 : 風の道しるべ 矢島綾 集英社

20013660 913/Sa きみの瞳(め)が問いかけている 沢木まひろ 宝島社 10021315 913/Yu 星になりたかった君と 遊歩新夢 実業之日本社

20013709
/10

913/Sa/1
/2

鳩の撃退法 上下 佐藤正午 小学館 10021287 913/Yo moja 吉田桃子 講談社

20013692 913/Sa/3 ソナンと空人 : 運命の逆流 沢村凛 新潮社 20013679 913/Yo
永遠なんてない世界でも、明日の君に会い
たい。

夜野せせり スターツ出版

20013693 913/Sa/4 ソナンと空人 : 朱く照る丘 沢村凛 新潮社 20013707 914/I
眠れないほどおもしろい徒然草 : 最高級の
人生論も、超一流の悪口も

板野博行 三笠書房

20013705
913/Ta
/10

あきない世傳 : 金と銀 ; 合流篇 高田郁 角川春樹事務所 20013673 914/O
眠れないほど面白い『枕草子』 : みやびな宮廷
生活と驚くべき「闇」

岡本梨奈 三笠書房

20013715 913/Do 全一冊小説上杉鷹山 童門冬二 集英社 10021308 933/S 夜フクロウとドッグフィッシュ
ホリー・ゴー
ルドバーグ・
スローン

小学館

10021289 913/Na 始まりの木 夏川草介 小学館 10021313 933/Su レモンの図書室
ジョー・コットリ
ル

小学館

10021330 913/Na ニキ 夏木志朋 ポプラ社 10021335 933/Ma アナと雪の女王エピソード0
マリ・マンクー
シ

講談社

20013694 913/Ni 漁港の肉子ちゃん 西加奈子 幻冬舎 20013716 943/S アルプスの少女ハイジ
ヨハンナ・シュ
ピリ

KADOKAWA

10021292 913/Ha ウィズ・ユー = with you 濱野京子 中田いくみ 10021338 961/J プラテーロとわたし : 詩画集 J・R・ヒメネス 理論社

10021299 913/Ha 水槽の中 畑野智美 KADOKAWA

※お願い※


