366-ﾜ ワークルール検定

新着図書案内

初級テキスト

日本ワークルール検定協会 編

367-ﾔ 「家族の幸せ」の経済学

山口慎太郎 著

369-ｼ

渡部伸 監修

障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて

370-ﾔ 「逃げるな」そこから人は変わり始める 山田一繁 著
371-ｳ 教師の勝算 勉強嫌いを好きにする9の法則 Daniel T.Willingham 著

4～6月に受け入れた図書を全点紹介しています
図書館・IT

371-ﾌﾞ 部落問題学習の授業ネタ

部落問題学習ネタつくろう会 編

371-ﾜ 学校を変えるいじめの科学

和久田学 著

０類

総記

002-ﾄ

学校司書と学ぶレポート・論文作成ガイド

374-ｶ

007-ｵ

初心者からちゃんとしたプロになるHTML+CSS標準入門 おのれいこほか著

374-ﾏ 職員室のモノ、1t捨てたら残業へりました!

丸山瞬 著

375-ｽ 授業で使える中学校数学パズル・ゲーム大全

『数学教育』編集部 編

375-ｽ 部活動指導スタートブック

杉本直樹 著

375-ﾎ 生徒指導10の原理100の原則

堀裕嗣 著

375-ﾖ

生徒指導24の鉄則

吉田順 著

375-ﾖ

その手抜きが荒れをまねく

吉田順 著

374-ｵ 先生を救う時間が増えるシンプル仕事術 小野隆行 著

007-ｶ 栢木先生のITパスポート教室
007-ｸ

栢木厚 著

初心者からちゃんとしたプロになるWebデザイン基礎入門 栗谷幸助ほか 共著

007-ﾖ パブロフくんと学ぶはじめてのプログラミング よせだあつこ 著
031-ﾆ-2020

１類

〈図解〉まるわかり時事用語

思想哲学

2020→2021年版

ニュース・リテラシー研究所 編著

心理学・恋愛・人生訓

高校教師のための学級経営365日のパーフェクトガイド

上山晋平 著

376-ｶ かんたん、かわいい!壁面&部屋かざり12か月

141-ｲ 不機嫌な長男・長女無責任な末っ子たち

五百田達成 [著]

376-ﾋ

141-ｲ 長子ってこんな性格。

五百田達成 [著]

376-ﾎ かわいさいっぱい!ハッピー壁面12か月 ポット編集部 編

141-ｲ 中間子ってこんな性格。

五百田達成 [著]

378-ﾀ はじめての子ども手話

141-ｲ 末っ子ってこんな性格。

五百田達成 [著]

378-ﾊ

141-ｲ 一人っ子ってこんな性格。

五百田達成 [著]

378-ﾕ ユーキャンのこれだけ!実用手話辞典

141-ｽ 9つの性格

鈴木秀子 著

386-ｶ 川越の地口行灯 一力斎とうろう絵の世界

141-ﾃ あなたの天職がわかる16の性格

ティーガー, バロン 著

141-ﾅ マンガはじめての恋愛心理学

ゆうきゆう 監修

146-ｼ-2020

心理カウンセラーをめざす人の本

'20年版 新川田譲 監修

４類

かわいい壁面12か月DX

発達障害の子を育てる本

自然科学

ひかりのくに編集部 編著

谷千春 監修

スマホ・タブレット活用編 中邑賢龍, 近藤武夫 監修
ユーキャン学び出版手話研究会 編

数学・化学・医学・食品

410-ｿ 5分で論理的思考力ドリルちょっとやさしめ

ソニー・グローバルエデュケーション 著

146-ﾎ 知りたい!やってみたい!アニマルセラピー

川添敏弘 監著

410-ｿ 5分で論理的思考力ドリル

ソニー・グローバルエデュケーション 著

159-ｱ オクテ女子のための恋愛基礎講座

アルテイシア [著]

410-ﾍ

ヘイデン, ピカード 著

159-ｱ ゼロから始めるオクテ男子愛され講座

アルテイシア 著

410-ﾕ 数学ガール

結城浩 著

159-ｳ

ウイザード・ノリリー 文

412-ﾗ 数の不思議 魔方陣・ゼロ・ゲマトリア

ミランダ・ランディ 著

ウイザード・ノリリー 文

414-ｵ

Testosterone 著

430-ｵ 錬金術

アナと雪の女王

だいじょうぶ。私は、私のままで生きる

159-ｳ 私に、魔法をかけて

Disney Princess Rule

159-ﾃ 筋トレが最強のソリューションである

159-ﾃ 人生の99.9%の問題は、筋トレで解決できる! Testosterone 著

２類

歴史地理

伝記

213-ﾐ 三芳の歴史

おもしろパラドックス

黄金比

古典的名作から日常生活の問題まで

自然と芸術にひそむもっとも不思議な数の話 スコット・オルセン 著

秘密の「知」の実験室

ガイ・オグルヴィ 著

432-ｳ ビーカーくんのゆかいな化学実験

うえたに夫婦 著

480-ｲ マンガで学ぶ動物倫理

伊勢田哲治 著

493-ｲ 新型コロナウイルスの真実

岩田健太郎 著

三芳町立歴史民俗資料館 編

493-ｲ

ベイリー、大好き

セラピードッグと小児病院のこどもたち 岩貞るみこ 文 澤井秀夫 写真

289-ﾀ-1 わが半生記

その一

武田春太郎 著

493-ｵ どうする！？新型コロナ

岡田晴恵 著

289-ﾀ-2 わが半生記

その二

武田春太郎 著

493-ﾄ

実録解離性障害のちぐはぐな日々

Tokin 著

地球をまもり未来に生きる キャメリニ 著

493-ﾄ

わたし中学生から統合失調症やってます。 ともよ 著

289-ﾄ

グレタのねがい

291.3-ﾙ-2021

るるぶ埼玉

３類

社会科学

'21

川越

秩父

鉄道博物館

政治・労働・教育

493-ﾉ

なんで私が適応障害!?

493-ﾐ

「拒食症」「過食症」の正しい治し方と知識 水島広子 著

498.5-ｵ 食品衛生入門

食品成分表

大道公秀 著

302-ﾌ 花の命はノー・フューチャー

ブレイディみかこ 著

498.5-ｶ-2020

304-ｵ 日本人の使命

大野松茂 著

498.5-ﾄ イラストでみるはじめての大量調理

2020

311-ﾀ ファシズムの教室 なぜ集団は暴走するのか 田野大輔 著

498.5-ﾒ 目で見てわかる食品表示ガイド

318-ｵ 道州制

498-ﾆ 食品衛生学

新生日本の国のかたち

大野松茂 著

325-ﾏ マンガでわかる会社の設立・運営 カラー版 荒川一磨 監修
334-ﾅ

ふるさとって呼んでもいいですか

6歳で「移民」になった私の物語

498-ﾋ

コロコロ日記

新型コロナウイルス・NEWSウォッチ

５類

技術・工学・家庭

336-ｼ 仕事の基本見るだけノート

平野敦カール

519-ｳ

地球に住めなくなる日

336-ｾ 説明の技術見るだけノート

鶴野充茂 監修

519-ﾓ むらの自然をいかす

宮城信一 著

520-ｾ 世界10000年の名作住宅

データブックオブ・ザ・ワールド

2020

ヒグマルコ 著

ナディ 著
糸井俊博 監修

336-ﾐ プレゼン資料作成「超」授業

香川明夫 監修
殿塚婦美子, 山本五十六 著

西瀬弘, 檜垣俊介, 和島孝浩 著

335-ﾏ マンガでわかる個人事業の始め方

350-ﾃ-2020

乃樹愛 著

監修

「気候崩壊」の避けられない真実

527-ｺ 間取りのお手本

世界各国要覧

366-ｱ マンガほんとに怖いブラックバイト

ウェルズ 著
守山弘 著

コラボハウス一級建築士事務所 著

527-ｼ 暮らしやすい「間取り」づくりのヒント 主婦の友社 編

366-ｲ ナリワイをつくる 人生を盗まれない働き方 伊藤洋志 著

527-ﾏ 住まいの解剖図鑑

増田奏 著

366-ﾀ

529-ｱ 超図解で全部わかるインテリアデザイン入門

Aiprah 著

フリーランスで行こう!

会社に頼らない、新しい「働き方」

高田ゲンキ 著

河村容治 監修

529-ﾜ 世界で一番やさしいインテリア

685-ﾓ くるま社会の夜明け

589-ﾌ-2020

文房具屋さん大賞

590-ｲ

女の子が20歳を過ぎたら知っておきたい「お金」と「暮らし」の基本BOOK

2020
InRed編集部 著

590-ｼ

手ぶらで生きる。

しぶ 著

諸口忠次 著

689-ｺ 東京ディズニーリゾートキャストの仕事 講談社 編

見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法

699-ﾌ 部活でスキルアップ!放送

593-ｶ CUT&SEWみんなのカットソー

かたやまゆうこ 著

７類

593-ｺ セットアップスタイルのすすめ

香田あおい 著

724-ｼ コラージュの教室

さらだたまこ 監修

芸術・マンガ・スポーツなど
鬼灯の冷徹

ビー・シェイ 著

593-ｽ 3面構成で立体的に作るワンピースドレス。 助川睦子 著

726-ｴ-30

593-ｾ セットアップで着たい服

726-ｺ スマホ使いこなしてる?

こいしゆうか 著

3日目

小山健 著

44

末次由紀

593-ﾉ

ワンピースの基本パターン集

野木陽子 著

726-ｺ 生理ちゃん

593-ﾉ

シャツ&ブラウスの基本パターン集

野木陽子 著

726-ｽ-44

ちはやふる

30

Bスプラウト 訳

江口夏実

著

著

594-ｵ お気に入りの布で作るバッグ&ポーチベストレシピ

726-ﾊ ベランダビオトープ

594-ｽ すぐできる!かわいい手作りマスク

726-ﾌ-42

594-ｽ ワザありポーチ

750-ﾆ ストローとモールでつくる幾何学オブジェ 日本数学検定協会 著

594-ﾄ

大好きエコたわし

594-ﾊ ハギレでたのしむ布こもの

橋本和 [著]

594-ﾎ 北欧&東欧テイストのエコたわし
595-ﾄ

メイクが変わればあなたが変わる一生モノのメイク術

595-ﾖ 素肌美人になれる正しいスキンケア事典
596.2-ﾜ 和食が簡単！感動レシピ300品
596.3-ｵ 食べる野草図鑑

古舘春一

著

大河内正 著

753-ｵ 日本ムラサキ草栽培の探求

大河内正 著

新はじめてのパーソナルカラー

トミヤママチコ 著

尾花けい子, 朝日光輝 著

762-ﾃ なぜアーティストは生きづらいのか?

手島将彦, 本田秀夫 著

TOMOMI 著

780-ﾐ

溝口秀雪 編著

吉木伸子ほか 監修

798-ｽ 5分間リアル脱出ゲーム

基礎から学ぶ!スポーツマッサージ

SCRAP 著

保存版

季節の摘み菜レシピ105

596.3-ｵ 野草をおいしく食べる本
596.3-ｵ 夢のやせる肉

42

753-ｵ むらさき染に魅せられて
757-ﾄ

595-ｵ あなたの美を引き出す正しいヘア&メイク事典

ハイキュー!!

馬場民雄 著

岡田恭子 著

８類

言語

大海淳 著

809-ﾌ

学生のためのプレゼンテーション・トレーニング

ダイジェスト

プレゼンテーション研究会 [執筆]

828-ｾ 琉球官話課本の研究

瀬戸口律子 著

596.6-ﾘ はじめての生米パン

リト史織 著

830-ﾔ 楽しい!英語でアクティビティ

安江こずゑ 著

596-ｲ これでいいんだ!自炊ごはん

市瀬悦子 著

837-ｲ 中学英語で自分のことを話してみる

稲田一 著

596-ｵ 今日から料理男子になれる本

837-ｼ

596-ｵ ゆる自炊BOOK

837-ｽ 日本のことを1分間英語で話してみる

料理って意外に簡単らしい

自分のことを英語で伝える!基本フレーズ80
広瀬直子, 春原弥生 著

596-ｵ The基本200 これだったんだ!おかずのコツ。
596-ﾏ ひとさじのはちみつ

自然がくれた家庭医薬品の知恵

前田京子 著

９類

文学

詩・小説

597-ｵ 大人女子の素敵部屋BEST 100 ROOMS

913.6-ｱ 消えてください

597-ﾙ

913.6-ｱ medium（メディウム） 霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼 著

RoomClip自分らしい#ひとり暮らしBEST収納&インテリア

葦舟ナツ [著]

913.6-ｱ 発注いただきました!

６類

産業

朝井リョウ 著

913.6-ﾅ 流浪の月

凪良ゆう 著

610-ｾ 新しい農業にチャレンジする人たち

全国農村青少年教育振興会 編

913.6-ﾅ 山月記

中島敦 著

610-ｾ 先生！農家に行ってみませんか？

全国農村青少年教育振興会 編

913.6-ﾆ 掟上今日子の設計図

西尾維新 著

610-ｾ 生業としての「農業」の理解に向けて

全国農村青少年教育振興会 編

913.6-ﾋ クスノキの番人

東野圭吾 著

611-ｼ 半農半Xという生き方

塩見直紀 著

913.6-ﾏ-14

オーバーロード

612-ｲ 武蔵野の落ち葉は生きている

いるま野農業協同組合 編

913.6-ﾕ-14

俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる

14

丸山くがね 著

612-ｲ 人と緑の文化誌

犬井正 著

913.6-ﾚ ハリネズミ乙女、はじめての恋

619-ﾆ 日本茶のすべてがわかる本

日本茶検定委員会 監修

918-ｲ-6

日本文学全集

925-ﾐ

中国游記選

619-ﾉ

農産物加工マニュアル

商品化に向けた基本と応用

619-ﾏ よくわかる農産物加工ガイド

真部孝明 著

06

ねこ助 絵

源氏物語

中国文人の浪漫紀行

14 裕時悠示 著

令丈ヒロ子 [著]

下 池澤夏樹 個人編集
水野厚志, 瀬戸口律子 編

931-ｸ ミルクとはちみつ

ルピ・クーア 著

620-ｳ 園芸「コツ」の科学 植物栽培の「なぜ」がわかる 上田善弘 著

933-ｸ ABC殺人事件

アガサ・クリスティー 著

625-ｶ 図解よくわかるナシ栽培

933-ｸ アクロイド殺し

アガサ・クリスティー 著

625-ﾐ 果樹栽培 実つきがよくなる「コツ」の科学 三輪正幸 著

川瀬信三 著

933-ｸ そして誰もいなくなった

アガサ・クリスティー 著

626-ｻ 野菜作り「コツ」の科学

佐倉朗夫 著

933-ｺ 蠅の王

ゴールディング 著

627-ｳ もっと咲かせる園芸「コツ」の科学

上田善弘 著

953-ｶ ペスト

カミュ [著]

627-ｶ 剪定「コツ」の科学

上条祐一郎 著

627-ｼ バラ図鑑820

主婦の友社 編

627-ﾐ 魅惑のオールドローズ図鑑

御巫由紀 監修・文

645-ｲ ハム語辞典

今泉忠明 監修

645-ｲ いちばんよくわかる!ウサギの飼い方・暮らし方 町田修 監修
645-ｳ

はじめてさんのうさぎと暮らすヒント丸わかりハンドブック

645-ｵ ハムスター THE HAMSTER

うさぎと暮らす編集部 編集

大野瑞絵 著

645-ﾈ まんがで読むはじめての猫のターミナルケア・看取り 猫びより編集部 編

進路
369-ﾄ

福祉業界で働く

戸田恭子 著

376-ｵ 幼稚園教諭になるには

大豆生田啓友 著

376-ｶ 大学入試志望理由書のルールブック

神﨑史彦 著

376-ｷ 志望理由書・自己アピールの基本的な書き方 桐原書店編集部 編
610-ｶ 農力検定テキスト

本日のおすすめ
『ハリネズミ乙女、はじめての恋』 令丈ヒロ子 著

金子美登, 塩見直紀 ほか [著]

811-ｶ 漢検過去問題集4級

2020年度版

811-ｶ 漢検過去問題集3級

2020年度版

811-ｶ 漢検過去問題集準2級

19歳のコノカは息苦しい実家か
らのがれて東京で一人暮らしを始
めるが、うまくいかないことばか
り。ある日、ペットショップで出
会ったハリネズミの「白ハリくん」
がコノカの運命を変えた・・・

2020年度版

811-ｶ 漢検過去問題集2級

2020年度版

816-ﾓ ワンパターンで書ける！看護医療系の小論文 森崇子

著

816-ﾓ 小論文・面接の時事ネタ本 看護・医療・介護系編 森崇子 著
830-ｴ 英検3級過去問題集
830-ｴ 英検準2級過去問題集

2020年度

830-ｴ 英検2級過去問題集

2020年度
2020年度

『5分間リアル脱出ゲーム』
はやりの脱出ゲームを本で。全部
で10の謎が用意されています。ヒ
ントを見ずに脱出に成功できる
か？ 紙と鉛筆を用意してやって
みよう。

『マンガフリーランスで行こう！』 高田ゲンキ 著
「フリーランスで働く」ってどんな
イメージ？ 自由？ 不安定？

図書館では、「進路コーナー」を設置し
ています。
職業調べ/働くとは・生き方/就職面接/専
門学校大学調べ/勉強法/小論文対策/検定

NO IMAGE

デザイナーとして働いていた会社
を辞め、フリーのイラストレーター
となった著者による体験マンガ。
いろいろな働き方を知ろう。

テキストなど、進路に関する本を幅広く
集めており、すべて貸出可能です。
どうぞご利用ください。

『マンガで学ぶ動物倫理』 伊勢田哲治 著
ペット、実験動物、経済動物、外来
種・・・人間と動物の間にあるいろ
いろな問題をマンガで考えます。
飼育にかかわっている人はぜひ読
んでみてください。

『パブロフくんと学ぶはじめてのプログラミング』
よせだあつこ 著
かわいい犬のパブロフくんと一緒
に初歩の初歩からプログラミング
の世界をのぞいてみよう。プログ
ラミング、聞いたことはあるけど
全然わからないし～ でもちょっ
と興味ある、というあなたのため
の一冊。
※ おすすめ本の表紙画像は版元ドットコムのサイトを利用しています

