
 

新刊図書案内 2020 年 1 月 
分類 書名 著者名 出版社

019/W 本を読めなくなった人のための読書論 若松英輔 亜紀書房
141/S かなしくなったらやってみて！ オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ 主婦の友社
159/B あなたはあなたが使っている言葉でできている ゲイリー・ジョン・ビショップ ディスカ ヴァ ー・トゥエンティワン

191/S 天使と悪魔の絵画史 春燈社 辰巳出版
209/K 世界史年表・地図 亀井高孝　他 吉川弘文館
210/W 明智光秀と本能寺の変 渡邊大門 筑摩書房
233/K 一冊でわかるイギリス史　世界と日本がわかる国ぐにの歴史 小林照夫 河出書房新社
234/S 一冊でわかるドイツ史　世界と日本がわかる国ぐにの歴史 関眞興 河出書房新社
253/S 一冊でわかるアメリカ史　世界と日本がわかる国ぐにの歴史 関眞興 河出書房新社
291/U 日本の環境・人・暮らしがよくわかる本 浦野紘平 オーム社
317/S 救急車が来なくなる日　医療崩壊と再生への道 笹井恵里子 ＮＨＫ出版
319/B 「国際関係」の基本が〈イチから〉わかる本 坂東太郎 日本実業出版社
335/H すごろく経営学 平野敦士カール　 ＳＢクリエイティブ 
361/H 世界と渡り合うためのひとり外交術 パトリック・ハーラン　 毎日新聞出版
361/I 「共感」コミュニケーション 世界のどこでも、誰とでもうまくいく 石川幸子 同文舘出版
366/M 外国人労働者受け入れを問う　新版 宮島喬 岩波書店
366/N 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？ 内藤正典 集英社
366/N 最低賃金 日本弁護士連合会貧困問題対策本部　 岩波書店
367/N 日本の貧困女子 中村淳彦 ＳＢクリエイティブ
369/N 警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント１１０　 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社

369/S 「孤独な育児」のない社会へ 榊原智子 岩波書店
369/Y 介護職がいなくなる 結城康博 岩波書店
371/N ＃８月３１日の夜に。 ＮＨＫ「ハートネットＴＶ」 毎日新聞出版
371/O 「みんなの学校」から「みんなの社会」へ 尾木直樹 岩波書店
375/G 「資質・能力」を育む高校化学　探究で変える授業実践 後藤顕一 化学同人
375/M 大学入試マンガで地理が面白いほどわかる本 宮路秀作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
376/I 勉強大全　ひとりひとりにフィットする１からの勉強法 伊沢拓司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
378/K 手話通訳者になろう 木村晴美 白水社
383/K ビジュアル日本の住まいの歴史　2・4 小泉和子 ゆまに書房
404/K イラスト図解日常の「？（ナゼ）」をぜんぶ科学で解き明かす本 川村康文 三才ブックス
430/K 化学のしごと図鑑　きみの未来をさがしてみよう 近畿化学協会 化学同人
491/W 睡眠こそ最強の解決策である マシュー・ウォーカー　 ＳＢクリエイティブ
498/I 臨床工学技士になるには 岩間靖典 ぺりかん社
519/T プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田秀重 東京書籍
595/K 知れば知るほどキレイになれる！美容成分キャラ図鑑 小西さやか 西東社
596/S 野菜のかんたん作りおき 新星出版社編集部 新星出版社
699/K 放送の自由 川端和治　 岩波書店
702/A 失われたアートの謎を解く 青い日記帳 筑摩書房
726/B おおきいツリー・ちいさいツリー ロバート・バリー 大日本図書
726/G まどから　おくりもの 五味太郎 偕成社
726/K サン・サン・サンタひみつきち 加古里子 白泉社
726/M せかいいちしあわせなクマのぬいぐるみ サム・マクブラットニィ 徳間書店
726/S ちはやふる43 末次由紀 講談社
726/S はたらく細胞 清水茜 講談社
726/Y はたらく細菌 吉田はるゆき 講談社
778/T 新海誠の世界を旅する　光と色彩の魔術 津堅信之 平凡社
780/K メンタルトレーニング 高妻容一 ベースボール・マガジン社

780/O ミスター・オリンピックと呼ばれた男田畑政治 大野益弘 講談社
780/S スポーツと君たち　１０代のためのスポーツ教養 佐藤善人 大修館書店
780/S 世界を獲るノート 島沢優子 カンゼン
780/S 日本のパラリンピックを創った男中村裕 鈴木款 講談社
781/N コメディカルのためのピラティスアプローチ 中村尚人 ナップ
783/M テニスの戦い方 丸山淳一 ベースボール・マガジン社

783/O 見るだけでうまくなる！バドミントンの基礎 大束忠司 ベースボール・マガジン社

816/I 自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章教室 今野真二 河出書房新社
837/U 使えるフレーズがどんどん頭に入る！シミュレーション英会話 有子山博美 デルタプラス
913/S 夜長姫と耳男 坂口安吾 立東舎
913/T 勇者召喚に巻き込まれたけど、異世界は平和でした　８ 灯台 新紀元社
913/T わたしの良い子 寺地はるな 中央公論新社
916/I この顔と生きるということ 岩井建樹 朝日新聞出版
913/F ハケン飯友　僕と猫のごはん歳時記 椹野道流 集英社
913/H ＭＥＭＯＲＹ 本多孝好 集英社
913/H 活版印刷三日月堂　〔５〕 ほしおさなえ ポプラ社
913/I この冬、いなくなる君へ いぬじゅん ポプラ社
913/K 京都祇園の橋守さん 金沢有倖 一迅社
913/K 僕が名前を呼ぶ日 香坂茉里　 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/K 大嫌いなはずだった。 香坂茉里　 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/M キミに捧ぐ愛 ｍｉＮａｔｏ スターツ出版
913/N 教場　２ 長岡弘樹 小学館
913/O 記憶屋０ 織守きょうや ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913/S そういふものにわたしはなりたい 櫻いいよ スターツ出版
913/T 小説響ーＨＩＢＩＫＩー 豊田美加 小学館
913/T スープ屋しずくの謎解き朝ごはん　〔５〕 友井羊 宝島社
913/T 火怨　北の燿星アテルイ　上・下 高橋克彦 講談社
913/T 石黒くんに春は来ない 武田綾乃 幻冬舎
913/Y 恋結び ゆいっと スターツ出版


