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書名 著者名 出版者 出版年 分類

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブ

ルー ２
ブレイディ みかこ/著 新潮社 2021/9 児童書

ぽすくまです！　もりのゆうびんきょくのお

はなし

中丸 ひとみ/え

坂井 治/ぶん
白泉社 2021/9 児童書

世界を舞台に輝く１００人の女の子の物語
エレナ・ファヴィッリ/文

芹澤 恵, 高里 ひろ/訳
河出書房新社 2021/8 児童書

止めなくちゃ！気候変動  わたしたちにでき

ること

ニール・レイトン/著

いわじょう よしひと/訳

ひさかたチャイ

ルド
2021/7 児童書

あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ ポプラ社 2021/6 児童書

すごすぎる天気の図鑑

空のふしぎがすべてわかる！
荒木 健太郎 KADOKAWA 2021/4 児童書

二平方メートルの世界で
前田 海音/文

はた こうしろう/絵
小学館 2021/4 児童書

せかいでさいしょにズボンをはいた女の子
キース・ネグレー/著

石井 睦美/訳
光村教育図書 2020/12 児童書

かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかい

まつり（かいけつゾロリシリーズ 69）
原 ゆたか ポプラ社 2021/7 児童書

かいけつゾロリ きょうふのエイリアン（か

いけつゾロリシリーズ 68）
原 ゆたか ポプラ社 2020/12 児童書

かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ!!

（かいけつゾロリシリーズ 67）
原 ゆたか ポプラ社 2020/6 児童書

1か月に1回物を動かせば家はキレイになる 新津 春子 ポプラ社 2021/9 男女の自立・共生

捨てられる男たち 奥田 祥子
ＳＢクリエイ

ティブ
2021/6 男女の自立・共生

あなたを助ける慈愛フル・ビブリオセラピー 加藤 絢子 クローバー出版 2020/10 男女の自立・共生

精神科医が教える 後悔しない怒り方 伊藤 拓 ダイヤモンド社 2020/10 男女の自立・共生

昨日も22時に寝たので僕の人生は無敵です

明日が変わる大人の早起き術
井上 皓史 小学館 2020/3 男女の自立・共生

トラウマインフォームドケア 野坂 祐子 日本評論社 2019/12 男女の自立・共生

[グラフィック版] アンネの日記

アンネ・フランク/著

アリ・フォルマン/編

深町 眞理子/訳

あすなろ書房 2020/5 女性史・世界の女性

早く絶版になってほしい #駄言辞典 日経xwoman 日経BP 2021/6 女性論・フェミニズム

レクチャージェンダー法　第2版 犬伏 由子/編 法律文化社 2021/5 女性と社会

「仕事」に満足してますか？ あなたの適

職・天職・転機がわかるライフデザイン・

ワークブック

水野 修次郎,

長谷川 能扶子
福村出版 2021/9 労働

出世しなくても、幸せに働けます。  複数の

仕事で自分を満たす生き方
中村 龍太 PHP研究所 2021/7 労働

主婦業９割削減宣言 唐仁原 けいこ 中央公論新社 2021/3 結婚・家族

私の夫は発達障害？ 真行 結子 すばる舎 2020/10 結婚・家族

認知症世界の歩き方 認知症のある人の頭の

中をのぞいてみたら？
筧 裕介 ライツ社 2021/9 性・体・健康

その不調、栄養不足が原因です  あなたはど

のタイプ？
佐藤 智春 主婦の友社 2020/12 性・体・健康

気になる図書がございましたら、ぜひお越し下さい♪

新着図書案内



書名 著者名 出版者 出版年 分類

オンライン学習でできること、できないこと

新しい学習様式への挑戦

千葉大学教育学部附属小学

校
明治図書出版 2020/9 子ども・教育

高齢者を身近な危険から守る本  防犯暮らし

防災

森 透匡, 平松 類,

三平 洵/監修
池田書店 2021/8 高齢社会

世界ピクト図鑑  サインデザイナーが集めた

世界のピクトグラム
児山 啓一

ビー・エヌ・エ

ヌ
2021/8 メディアと表現

ジェンダーで見るヒットドラマ  韓国、アメ

リカ、欧州、日本
治部 れんげ 光文社 2021/6 メディアと表現

SNS暴力 なぜ人は匿名の刃をふるうのか 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 2020/9 メディアと表現

透明な螺旋 東野 圭吾 文藝春秋 2021/9 文学

みらいめがね ２　苦手科目は「人生」です
荻上 チキ/文

ヨシタケ シンスケ/絵
暮しの手帖社 2021/9 文学

子のない夫婦とネコ 群 ようこ 幻冬舎 2021/9 文学

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子 小学館 2021/8 文学

とにもかくにもごはん 小野寺 史宜 講談社 2021/8 文学

余命一年、男をかう 吉川 トリコ 講談社 2021/7 文学

硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社 2021/7 文学

愛に始まり、愛に終わる  瀬戸内寂聴108の

言葉
瀬戸内 寂聴 宝島社 2021/4 文学

元彼の遺言状 新川 帆立 宝島社 2021/1 文学

今度生まれたら 内館 牧子 講談社 2020/12 文学

一橋桐子(76)の犯罪日記 原田 ひ香 徳間書店 2020/11 文学

夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 水鈴社 2020/10 文学

ラストスパート　今からでも、想像もしな

かった未来を築ける。
栗林 美紀 文芸社 2020/3 文学

看守の流儀 城山 真一 宝島社 2019/12 文学

恋する寄生虫 三秋 縋（すがる） KADOKAWA 2016/9 文学


