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書名 著者名 出版社 出版年 分類

いないいないばあ 松谷 みよ子 童心社 1967/4 児童書

♪ピンポンパンポンプー
中居正広、劇団ひとり、

古市憲寿

マガジンハウ

ス
2020/11 児童書

１０歳から知っておきたいお金の心得 八木 陽子 えほんの社 2019/11 児童書

１２３ かずのえほん トム・スローター/作 西村書店 2005/7 児童書

１３歳から分かる！７つの習慣 大西 洋 イラスト
日本図書セン

ター
2020/6 児童書

あつかったら ぬげばいい ヨシタケシンスケ 白泉社 2020/8 児童書

おしりたんてい おしりたんていの こい!? トロル  ポプラ社 2020/11 児童書

キキとジャックス なかよしがずっとつづ

く かたづけのまほう
こんどう まりえ 文響社 2019/11 児童書

やだよ
C,ルエダ/作 うのかずみ

/訳
西村書店 2014/4 児童書

わたしの糸
T・コーヴェ/作 青木順

子/訳
西村書店 2019/9 児童書

+1cm(プラスイッセンチ)たった1cmの差

があなたの世界をがらりと変える
キム ウンジュ 文響社 2016/7

男女の自立・共

生

１日１ページ読むだけで身につく日本の教

養
斉藤 孝 文響社 2020/10

男女の自立・共

生

きらめく拍手の音 手で話す人々とともに生

きる
イギル・ボラ リトル・モア 2020/12

男女の自立・共

生

心。 稲盛 和夫
サンマーク出

版
2019/6

男女の自立・共

生

最強に面白い心理学 人間関係編 横田 正夫 監修 西東社 2019/8
男女の自立・共

生

人生がときめく片付けの魔法 改訂版 近藤 麻理恵 河出書房新社 2019/2
男女の自立・共

生

人生がときめく片付けの魔法２ 改訂版 近藤 麻理恵 河出書房新社 2019/2
男女の自立・共

生

ブスの自信の持ち方 山崎 ナオコーラ 誠文堂新光社 2019/7
男女の自立・共

生

本当の自由を手に入れるお金の大学 両＠リベ大学長 朝日新聞出版 2020/6
男女の自立・共

生

本当はごはんを作るのが好きなのに、しん

どくなった人たちへ
コウケンテツ

うずらブック

ス
2020/9

男女の自立・共

生

やることの「見える化」で掃除を劇的にラ

クにする方法
本橋 ひろえ 主婦の友社 2020/12

男女の自立・共

生

寄り添うツイッター わたしがキングジムで

10年運営してわかった「つながる作法」

キングジム公式

ツイッター担当者
KADOKAWA 2020/3

男女の自立・共

生

才能の正体 坪田 信貴 幻冬舎 2018/10
男女の自立・共

生

私は私のままで生きることにした キム スヒョン ワニブックス 2019/2
男女の自立・共

生

寂しくもないし、孤独でもないけれど、

じゃあこの心のモヤモヤは何だと言うのか

チェコ好き（和田真里

奈）

大和出版
2019/9

男女の自立・共

生
続 多分そいつ、今ごろパフェとか食って

るよ。孤独も悪くない編
Jam

サンクチュア

リ出版
2020/12

男女の自立・共

生

人口減少社会のデザイン 広井 良典 東洋経済新報 2019/9 女性と社会

男女格差後進国の衝撃 治部 れんげ 小学館新書 2020/10 女性と社会

日本でもできる! 英国の間取り 山田 佳世子 エクスナレッ 2020/10 女性と社会

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 出版社 出版年 分類

1万円起業 クリス・ギレボー 飛鳥新社 2013/9 労働

Joy at Work 片付けでときめく働き方を手

に入れる

近藤 麻理恵

スコット・ソネンシェイ
河出書房新社 2020/9 労働

いらない課長、すごい課長 新井 健一
日本経済新聞

出版
2016/3 労働

いらない部下、かわいい部下 新井 健一
日本経済新聞

出版
2017/4 労働

農業のしくみとビジネスがこれ１冊でしっ

かりわかる教科書
山口 亮子 技術評論社 2020/6 労働

非営利団体の資金調達ハンドブック 徳永 洋子 時事通信社 2017/3 労働

マンガでわかる決算書の読み方超入門 羽野 誠一 西東社 2020/2 労働

もっと幸せに働こう 持たざる者に贈る新し

い仕事術
MB 集英社 2019/9 労働

よきリーダーは哲学に学ぶ アリソン・レイノルズ
ｃｃｃメディ

アハウス
2020/8 労働

なかよし別居のすすめ 松場 登美 小学館 2020/9 結婚・家族

わたしは愛される実験をはじめた。 浅田 悠介 KADOKAWA 2020/11 結婚・家族

主婦の給料、5億円ほしーー!!! 鳥谷 丁子 KADOKAWA 2020/5 結婚・家族

不機嫌な妻 無関心な夫 うまくいっている

夫婦の話し方
五百田 達成

ディスカ

ヴァー・トゥ

エンティワン

2020/11 結婚・家族

ストレスを操るメンタル強化術 メンタリスト DaiGo KADOKAWA 2018/4 性・体・健康

スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社 2020/11 性・体・健康

男性の育休 家族・企業・経済はこう変わ

る
小室 淑恵、天野 妙 ＰＨＰ新書 2020/9 性・体・健康

体にいいことだらけの 最新 腸活大全 江田 証 扶桑社 2020/7 性・体・健康

妻に言えない夫の本音
朝日新聞「父親のモヤモ

ヤ」取材班
朝日新書 2020/10 子ども・教育

子どもも自分もラクになる 「どならない練

習」
伊藤 徳馬

ディスカ

ヴァー・トゥ

エンティワン

2020/11 子ども・教育

お医者さんがやっている「加齢ゲーム」で

若返る
常喜 眞理 さくら舎 2020/9 高齢社会

おひとりさまの親と私の「終活」完全ガイ

ド
日経WOMAN 日経BP 2020/8 高齢社会

一般論はもういいので、私の老後のお金

「答え」をください!
井戸 美枝 日経BP 2020/4 高齢社会

ＪＲ上野駅公園口 柳 美里 河出書房新社 2014/3 文学

オルタネート 加藤 シゲアキ 新潮社 2020/11 文学

クスノキの番人 東野 圭吾 実業之日本社 2020/3 文学

自転しながら公転する 山本 文緒 新潮社 2020/9 文学

好きなことをみつける魂のアンテナ術 エ

プロン作家83歳㊙逆転記
三宅 直子 パレード 2020/9 文学

罪の轍 奥田 英朗 新潮社 2019/8 文学

密やかな結晶 小川 洋子 講談社文庫 1999/8 文学

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾 光文社 2020/11 文学

死にたいけどトッポッキは食べたい ペク・セヒ 光文社 2020/1 文学


