
新着図書
請求記号 書名 著者 出版者

０．総記

007.1 AIの倫理学 M.クーケルバーク∥[著] 丸善出版

007.3 YouTuberはお嫌いですか?　＜幻冬舎ルネッサンス新書＞（う-7-1） 植村/泰平∥著 幻冬舎メディアコンサルティング

007.6 ひと目でわかるプログラミングのしくみとはたらき図鑑　＜イラスト授業シリーズ＞ 渡邉/昌宏∥日本語版監修 創元社

070 はじめてのニュース・リテラシー　＜ちくまプリマー新書＞（371） 白戸/圭一∥著 筑摩書房

１．哲学・宗教

141.5 情報を正しく選択するための認知バイアス事典[世界と自分の見え方を変える「60の心のクセ」のトリセツ] 情報文化研究所∥著 フォレスト出版

141.5 問いの立て方　＜ちくま新書＞（1551） 宮野/公樹∥著 筑摩書房

141.6 本番であがらない最高の方法がある。[このリラックス法で緊張がとけて心が楽になる。]　＜飛び出せ高校生!＞（vol.4） 篠原/広美∥監修 旺文社

146.8 心と体がラクになる読書セラピー 寺田/真理子∥[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン

146.8 悩みにしない力[360度の視点で生きる] 渡辺/裕子∥著 みちのく書房

146.8 「また断れなかった…」がなくなる本 石原/加受子∥著 河出書房新社

159 マンガでわかる!気分よく・スイスイ・いい方向へ「自分を動かす」技術 ゆうき/ゆう∥著 三笠書房

159 コロナの時代の暮らしのヒント 井庭/崇∥著 晶文社

159.7 不安な時代に踏み出すための「だったらこうしてみたら?」 植松/努∥著 PHPエディターズ・グループ

159.7 この自分で、どう生きるか。[不登校の自分×大人の自分] 南雲/明彦∥著 ぶどう社

２．歴史・地理

280.4 お姫様と名建築 嶽本/野ばら∥著 エクスナレッジ

290.1 旅がもっと面白くなる地理の教科書[自然や社会のしくみを知ると旅先を見る目が変わる!] 松本/穂高∥著 ベレ出版

290.9 世界の絶景超完全版 JTBパブリッシング

291.6 熊野古道・南紀・伊勢　＜ブルーガイド＞　第8版 実業之日本社

３．社会科学

302.2 シリアで猫を救う アラー・アルジャリール∥著 講談社

302.2 シリアの戦争で、友だちが死んだ 桜木/武史∥文 ポプラ社

330 誰も教えてくれないお金と経済のしくみ 森永/康平∥著 あさ出版

332.1 お金の日本史[和同開珎から渋沢栄一まで] 井沢/元彦∥著 KADOKAWA

335.1 やさしく学べる経営学　第2版 海野/博∥著 創成社

366 私たちはどう働くべきか 池上/彰∥著 徳間書店

366.2 アプリケーションエンジニアになるには　＜なるにはBOOKS＞（156） 小杉/眞紀∥著 ぺりかん社

366.2 社会福祉士・精神保健福祉士になるには　＜なるにはBOOKS＞（61） 田中/英樹∥編著 ぺりかん社

367.9 みんなちがってみんなステキ[LGBTの子どもたちに届けたい未来] 高橋/うらら∥著 新日本出版社

369.2 介助の仕事[街で暮らす/を支える]　＜ちくま新書＞（1558） 立岩/真也∥著 筑摩書房

369.3 大切な人は今もそこにいる[ひびきあう賢治と東日本大震災]　＜世界をカエル＞ 千葉/望∥著 理論社

369.4 子どもを守る仕事　＜ちくまプリマー新書＞（361） 佐藤/優∥著 筑摩書房



372.5 「探究」する学びをつくる[社会とつながるプロジェクト型学習] 藤原/さと∥著 平凡社

376.4 スタンフォードが中高生に教えていること　＜SB新書＞（528） 星/友啓∥著 SBクリエイティブ

376.8 看護学校入試精選問題集[英語・数学・国語]（2022年版） 入試問題編集部∥編 啓明書房

386.1 祭時記[すばらしき三重の祭りと民俗行事] 北出/正之∥著 月兎舎

４．自然科学

407 研究発表のためのスライドデザイン[「わかりやすいスライド」作りのルール]　＜ブルーバックス＞（B-1813） 宮野/公樹∥著 講談社

407 科学者になりたい君へ　＜14歳の世渡り術＞ 佐藤/勝彦∥著 河出書房新社

445 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか?　＜岩波ジュニアスタートブックス＞ 佐々木/貴教∥著 岩波書店

460 生物はなぜ死ぬのか　＜講談社現代新書＞（2615） 小林/武彦∥著 講談社

471.1 世界のふしぎな木の実図鑑 小林/智洋∥著 創元社

481.7 深海生物大事典 佐藤/孝子∥著 成美堂出版

490.9 漢方で免疫力をつける[ウイルス対策からウエルエイジングまで]　＜健康双書＞ 仙頭/正四郎∥著 農山漁村文化協会

491.5 ビジュアル「毒」図鑑200種[美しく恐ろしい毒物の世界!] 齋藤/勝裕∥著 秀和システム

５．技術・工学・生活科学

501.8 CADが一番わかる[CADの操作や機能から産業との関わりまで]　＜しくみ図解＞（070） 大高/敏男∥著 技術評論社

521.8 首里城　＜別冊太陽＞ 平凡社

595 理容師・美容師の一日　＜暮らしを支える仕事見る知るシリーズ＞ WILLこども知育研究所∥編著 保育社

596 三重のスロー食堂［NAGIがセレクトした食事どころ95店］（3）　＜PASTO NAGI＞ 月兎舎

６．産業

646.9 手作りを楽しむ蜜ろう入門[キャンドル、蜜ろうラップ、木工クリームなど] 安藤/竜二∥著 農山漁村文化協会

７．芸術・スポーツ

726.1 物語を作る人のための-世界観設定ノート 鳥居/彩音∥著 パイインターナショナル

726.1 ゼロからわかるマンガの作り方[挫折せずに完成させるストーリー&キャラクター講座] 田中/裕久∥著 翔泳社

726.1 ムーミン・コミックス[英語対訳] トーベ・ヤンソン∥著 筑摩書房

726.6/ゴ すてきなあまやどり バレリー・ゴルバチョフ∥作・絵 徳間書店

726.6/ニ みにくいマルコ[えんとつ町に咲いた花] にしの/あきひろ∥著 幻冬舎

726.6/マ ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケジー∥著 飛鳥新社

783.4 生きる、夢をかなえる[僕は白血病になったJリーガー] 早川/史哉∥著 ベースボール・マガジン社

783.5 テニス・インテリジェンス[勝てる頭脳が身につく魔法の教科書] 田中/信弥∥著 KADOKAWA

783.7 消えた甲子園[2020高校野球僕らの夏] 朝日放送テレビ「2020高校野球僕らの夏」取材班∥著 集英社

８．言語

813.1 辞典語辞典[辞書にまつわる言葉をイラストと豆知識でずっしりと読み解く] 見坊/行徳∥文 誠文堂新光社

816.5 実戦添削例から学ぶ必ず受かる小論文・作文の書き方　新版 石井/秀明∥著 新星出版社

829.1 韓国語の語源図鑑[一度見たら忘れない!] 阪堂/千津子∥著 かんき出版



９．文学

911.3/カ わたしの好きな季語 川上/弘美∥著 NHK出版

913.6/ア レンタルフレンド 青木/祐子∥著 集英社

913.6/ナ 山月記　＜現代語訳名作シリーズ＞（2） 中島/敦∥作 理論社

913.6/ナ すみれ荘ファミリア　＜講談社タイガ＞（ナC-02） 凪良/ゆう∥著 講談社

913.6/ナ/26Re:ゼロから始める異世界生活（26）　＜MF文庫J＞（な-07-37） 長月/達平∥著 KADOKAWA

913.6/ヌ 風は山から吹いている[Why climb mountains with me?] 額賀/澪∥著 二見書房

913.6/ハ 小説8050 林/真理子∥著 新潮社

913.6/ミ いのちの停車場　＜幻冬舎文庫＞（み-34-3） 南/杏子∥[著] 幻冬舎

914.6/コ 鴻上尚史のますますほがらか人生相談[息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋] 鴻上/尚史∥著 朝日新聞出版

914.6/シ 幕張少年マサイ族 椎名/誠∥著 東京新聞

929.1/フ 続けてみます ファン/ジョンウン∥著 晶文社

933/コ ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム∥著 集英社

943/グ 夜ふけに読みたい動物たちのグリム童話 グリム兄弟∥著 平凡社

950/イ 「星の王子さま」に聞く生きるヒント[サン=テグジュペリ名言集] 稲垣/直樹∥著 平凡社


