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017 「探究」の学びを推進する高校授業改革  学校図書館を活用して「深い学び」を実現する 高見/京子‖著 学事出版

019 あなたは読んだものに他ならない   服部/文祥‖著 本の雑誌社

090 西大寺緑化公園緑の図書室　10周年記念誌   西大寺緑化公園緑の図書室 岡山市立中央図書館

092 岡山のトリセツ   地図で読み解く初耳秘話 昭文社

093 OKAYAMA「白い悪魔」の実態　令和２年中の薬物事犯取締りから   岡山県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課 岡山県警察本部

093 岡山市第六次総合計画　後期中期計画【概要版】　令和３年度→令和７年度   岡山市政策局政策部政策企画課 岡山市

093 岡山市第六次総合計画　後期中期計画　令和３年度→令和７年度   岡山市政策局政策部政策企画課 岡山市

093 ふるさとの未来へ　私たちが伝えたいこと　平成30年７月豪雨災害　岡山県総社市下原地区記憶誌   下原復興委員会

094 岡山市ホタルマップ　令和元年度版   岡山市環境保全課 岡山市環境保全課

097 アートの島 犬島へ   吉備人選書 在本/桂子‖著 吉備人出版

099 岡山県詩集　2021   岡山県詩集編集委員会 日本文教出版

104 死者と霊性  近代を問い直す 岩波新書 新赤版 末木/文美士‖編 岩波書店

141 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

159 あなたの24時間はどこへ消えるのか  あれ?やりたいこと全然できてない スワン‖著 SBクリエイティブ

175 御朱印でめぐる広島岡山の神社  集めるごとに運気アップ! 地球の歩き方御朱印シリーズ 『地球の歩き方』編集室‖著 地球の歩き方

175 御朱印でめぐる全国の聖地  集めるごとに運気アップ! 地球の歩き方御朱印シリーズ 地球の歩き方編集室‖著 地球の歩き方

236 スペイン史10講   岩波新書 新赤版 立石/博高‖著 岩波書店

239 ユーゴスラヴィア現代史   岩波新書 新赤版 柴/宜弘‖著 岩波書店

289.3 ヒトラー  虚像の独裁者 岩波新書 新赤版 芝/健介‖著 岩波書店

291 北海道のトリセツ   地図で読み解く初耳秘話 昭文社

291 東京のトリセツ   地図で読み解く初耳秘話 昭文社

291 愛知のトリセツ   地図で読み解く初耳秘話 昭文社

291 ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形   藤田/哲史‖著 実業之日本社

329 国境なき助産師が行く  難民救助の活動から見えてきたこと ちくまプリマー新書 小島/毬奈‖著 筑摩書房

333 武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方   宮田/律‖著 平凡社

336 世界観をつくる  「感性×知性」の仕事術 水野/学‖著 朝日新聞出版

336 ビジネスマナーの解剖図鑑   北條/久美子‖著 エクスナレッジ

366 10代のための資格・検定  可能性を広げる道しるべ 大泉書店編集部‖編 大泉書店

366 ジョブ型雇用社会とは何か  正社員体制の矛盾と転機 岩波新書 新赤版 濱口/桂一郎‖著 岩波書店

367 LGBT関連記事　読み比べ　日本の新聞　局面記事総集   

369 子どもの虐待記事　読み比べ11　日本の新聞　局面記事総集   倉敷市立自然史博物館

372 発展途上国の困難な状況にある子どもの教育  難民・障害・貧困をめぐるフィールド研究 澤村/信英‖編著 明石書店

375 高等学校教科と探究の新しい学習評価  観点別評価とパフォーマンス評価実践事例集 西岡/加名恵‖編著 学事出版

375 校則を考える  歴史・現状・国際比較 大津/尚志‖著 晃洋書房

375 「主体的・対話的で深い学び」学習評価の手引き  学ぶ意欲がぐんぐん伸びる評価の仕掛け 田中/博之‖著 教育開発研究所

375 資質・能力を育成する学習評価  カリキュラム・マネジメントを通して 田中/保樹‖編著 東洋館出版社

376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2 The Real British Secondary School Days ブレイディみかこ‖著 新潮社

407 理系研究者の「実験メシ」  科学の力で解決!食にまつわる疑問 光文社新書 松尾/佑一‖著 光文社

2021年　9月　新着図書リスト
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410 大人のための数学勉強法  どんな問題も解ける10のアプローチ 永野/裕之‖著 ダイヤモンド社

410 数学とはどんな学問か?  数学嫌いのための数学入門 ブルーバックス 津田/一郎‖著 講談社

410 大学入試数学不朽の名問100  大人のための“数学腕試し” ブルーバックス 鈴木/貫太郎‖著 講談社

493 ダイエットをしたら太ります。  最新医学データが示す不都合な真実 光文社新書 永田/利彦‖著 光文社

493 「幸せにやせたい人」の心の教科書  摂食障害の専門医が教える「やせたがり」ほどやせられない心理 水島/広子‖著 さくら舎

498 食育フォーラム2020.10　食品ロスと食育   

498 助産師になるには   なるにはBOOKS 加納/尚美‖編著 ぺりかん社

498 わたしたちはいのちの守人  三人の看護師・助産師の現場 世の中への扉 岩貞/るみこ‖著 講談社

498 法医学者の使命  「人の死を生かす」ために 岩波新書 新赤版 吉田/謙一‖著 岩波書店

498 新食品成分表 2021 FOODS 新食品成分表編集委員会‖編 東京法令出版

498 7秒「逆」ストレッチ  ダイエット、筋肉強化、腰痛・肩こりに効果絶大! 石部/伸之‖著 PHP研究所

498 ひと目でわかる糖質量事典   田中/明‖監修 成美堂出版

498 助産師ものがたり   齋藤/益子‖編著 クオリティケア

538 ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本   佐々木/慎太郎‖著 セルバ出版

594 カワイイ!がいっぱいフェルトのマスコット  すべて実物大の型紙と詳しい作り方掲載 レディブティックシリーズ ブティック社

594 縫わずに作れる立体マスコット&リボン小物   RINOSU 古田ひろこ‖著 KADOKAWA

595 筋トレざせつ女子が行き着いた1分やせストレッチ   たかツキ/なほり‖著 KADOKAWA

596 クックパッドの簡単&スピードおかず  おいしい時短レシピ全90品 TJ MOOK 宝島社

596 りなてぃの一週間3500円献立  ボリュームたっぷり2人分!一汁三菜節約ごはん TJ MOOK RINATY‖[著] 宝島社

596 とことん味にこだわった!ちおりの簡単絶品おかず   TJ MOOK ちおり‖[著] 宝島社

596 誰でもコクが出せるまるで魔法なスパイスカレー  香辛料の魔術師が伝授! 若林/剛史‖著 主婦の友社

596 カレンの台所   滝沢/カレン‖文・料理 サンクチュアリ出版

596.33 食材使い切り&時短で簡単!ラクうま鶏ささみ献立  カロリー・3大栄養素表示 タツミムック 武蔵/裕子‖[著] 辰巳出版

596.65 もっと!魔法のてぬきおやつ  材料2つから!オーブン不使用! てぬキッチン‖著 ワニブックス

596.65 ラクうまおうちスイーツレシピ  材料3つから簡単! まんまるkitchen‖著 ワニブックス

596.65 みんなで食べたい時短おやつ  卵・乳製品を使わないのにおいしくてすぐできる! 菅野/のな‖著 辰巳出版

596.65 世界のおやつ  おうちで作れるレシピ100 鈴木/文‖著 パイインターナショナル

674 信頼・誠実を大切にする業種別ロゴのデザイン   パイインターナショナル‖編著 パイインターナショナル

675 「売る」から、「売れる」へ。  水野学のブランディングデザイン講義 水野/学‖著 誠文堂新光社

726 THE VERY HUNGRY CATERPILLAR　（はらぺこあおむし）   エリック・カール

726 ハイキュー！！１９ 19 月の輪 ジャンプコミックス 古舘　春一／著 集英社

726 ハイキュー！！２０ 20 こだわり ジャンプコミックス 古舘　春一／著 集英社

726 ハイキュー!! 25 返還 ジャンプコミックス 古舘　春一／著 集英社

726 ハイキュー!! 26 戦線 ジャンプコミックス 古舘　春一／著 集英社

726 文豪ストレイドッグス 21  角川コミックス・エース 朝霧/カフカ‖原作 KADOKAWA

726 ボッチだった6ケ月間<とその後>   都会‖著 KADOKAWA

726 ちはやふる 47  BE LOVE KC 末次/由紀‖著 講談社

727 LOGO  The reference guide to symbols and logotypes マイケル・エヴァミー‖[編]著 ビー・エヌ・エヌ

727 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‖著 ビー・エヌ・エヌ
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727 デザイナーが未来に残したい私の3カ条  スペシャリストが仕事で大切にするルール 水野/学‖[ほか述] 玄光社

778 思い出のマーニー   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 ホーホケキョとなりの山田くん   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 風立ちぬ   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 崖の上のポニョ   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 ゲド戦記   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 かぐや姫の物語   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 借りぐらしのアリエッティ   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 ハウルの動く城   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 紅の豚   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 コクリコ坂から   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

778 耳をすませば   文春ジブリ文庫 スタジオジブリ‖編 文藝春秋

810 国語をめぐる冒険   岩波ジュニア新書 渡部/泰明‖著 岩波書店

816 全国大学小論文入試 2022 2017〜2021 旺文社

816 知的文章術入門   岩波新書 新赤版 黒木/登志夫‖著 岩波書店

816 新小論文ノート  ベストの問題・解答例・解説集 代々木ゼミナール‖編集 代々木ライブラリー

816 まるまる使える医療看護福祉系小論文   樋口/裕一‖著 桐原書店

830 英検2級過去6回全問題集  文部科学省後援 旺文社英検書 旺文社

830 直前対策英検2級3回過去問集   旺文社英検書 旺文社

830 10日でできる!英検2級二次試験・面接完全予想問題   旺文社英検書 旺文社

911.1 万葉集に出会う   岩波新書 新赤版 大谷/雅夫‖著 岩波書店

911.3 俳句のきた道  芭蕉・蕪村・一茶 岩波ジュニア新書 藤田/真一‖著 岩波書店

913.6 大正浪漫  YOASOBI『大正浪漫』原作小説 NATSUMI‖著 双葉社

913.6 都会（まち）のトム＆ソーヤ 6 ぼくの家へおいで ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる／著 講談社

913.6 変な家   雨穴‖著 飛鳥新社

913.6 魔女の宅急便 3 キキともうひとりの魔女 角川文庫 角野/栄子‖[著] KADOKAWA

913.6 魔女の宅急便 4 キキの恋 角川文庫 角野/栄子‖[著] KADOKAWA

913.6 魔女の宅急便 5 魔法のとまり木 角川文庫 角野/栄子‖[著] KADOKAWA

913.6 魔女の宅急便 6 それぞれの旅立ち 角川文庫 角野/栄子‖[著] KADOKAWA

913.6 たとえば、君という裏切り   祥伝社文庫 栗俣/力也‖原案 祥伝社

913.6 星影さやかに   古内/一絵‖著 文藝春秋

913.6 お誕生会クロニクル  Happy Birthday to you 古内/一絵‖著 光文社

913.6 リメンバー 5  幻冬舎文庫 五十嵐/貴久‖[著] 幻冬舎

913.6 リフレイン 6  幻冬舎文庫 五十嵐/貴久‖[著] 幻冬舎

913.6 テスカトリポカ   佐藤/究‖著 KADOKAWA

913.6 おおかみこどもの雨と雪   角川文庫 細田　守／著 角川書店　角川グループパブリッシング

913.6 ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 4  新潮文庫nex 七月/隆文‖著 新潮社

913.6 ケーキ王子の名推理(スペシャリテ) 5  新潮文庫nex 七月/隆文‖著 新潮社

913.6 とわの庭   小川/糸‖著 新潮社
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913.6 高校事変 11  角川文庫 松岡/圭祐‖[著] KADOKAWA

913.6 死物語 22-1  講談社BOX 西尾/維新‖著 講談社

913.6 死物語 22-2  講談社BOX 西尾/維新‖著 講談社

913.6 さよならも言えないうちに 4  [「コーヒーが冷めないうちに」シリーズ] 川口/俊和‖著 サンマーク出版

913.6 invert 2 城塚翡翠倒叙集 相沢/沙呼‖著 講談社

913.6 リアルフェイス   実業之日本社文庫 知念/実希人‖著 実業之日本社

913.6 教場X  刑事指導官・風間公親 長岡/弘樹‖著 小学館

913.6 よろず占い処陰陽屋開店休業 10  ポプラ文庫ピュアフル 天野/頌子‖[著] ポプラ社

913.6 透明な螺旋   [ガリレオ] 東野/圭吾‖著 文藝春秋

913.6 透明カメレオン   角川文庫 道尾/秀介‖[著] KADOKAWA

913.6 京都寺町三条のホームズ 17 見習いキュレーターの健闘と迷いの森　後編 双葉文庫 望月/麻衣‖著 双葉社

914.6 クリームシチュウはごはんに合うか否かなど  syunkonカフェ雑記 山本/ゆり‖著 扶桑社

914.6 おしゃべりな人見知り   syunkon日記 山本/ゆり‖著 扶桑社

914.6 物語のものがたり   梨木/香歩‖著 岩波書店

916 僕が夫に出会うまで   文春文庫 七崎/良輔‖著 文藝春秋

916 宙(そら)からのおくりもの  助産師の気づきの旅 須江/孝子‖著 野草社

933 二番がいちばん  ロレンス ショートセレクション 世界ショートセレクション D.H.ロレンス‖作 理論社

933 名探偵ホームズ踊る人形  コナン・ドイル ショートセレクション 世界ショートセレクション アーサー・コナン・ドイル‖作 理論社

933 ブラウン神父呪いの書  チェスタトン ショートセレクション 世界ショートセレクション ギルバート・キース・チェスタトン‖作 理論社

933 世界が若かったころ  ジャック・ロンドン ショートセレクション 世界ショートセレクション ジャック・ロンドン‖作 理論社

933 ハウルの動く城 1 魔法使いハウルと火の悪魔 徳間文庫 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ‖著 徳間書店

933 ハウルの動く城 2 アブダラと空飛ぶ絨毯 徳間文庫 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ‖著 徳間書店

933 ハウルの動く城 3 チャーメインと魔法の家 徳間文庫 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ‖著 徳間書店

933 ヒイラギ荘の小さな恋  ディケンズ ショートセレクション 世界ショートセレクション チャールズ・ディケンズ‖作 理論社

933 百万ポンド紙幣  マーク・トウェイン ショートセレクション 世界ショートセレクション マーク・トウェイン‖作 理論社

936 森の物語  シートン ショートセレクション 世界ショートセレクション アーネスト・トンプソン・シートン‖作 理論社

943 みずうみ  シュトルム ショートセレクション 世界ショートセレクション テオドール・シュトルム‖作 理論社

943 雑種  カフカ ショートセレクション 世界ショートセレクション フランツ・カフカ‖作 理論社

953 猫の楽園  ゾラ ショートセレクション 世界ショートセレクション エミール・ゾラ‖作 理論社

953 壁抜け男  エーメ ショートセレクション 世界ショートセレクション マルセル・エーメ‖作 理論社

953 怪盗ルパン謎の旅行者   世界ショートセレクション モーリス・ルブラン‖作 理論社

983 大きなかぶ  チェーホフ ショートセレクション 世界ショートセレクション チェーホフ‖作 理論社

983 三びきのクマ  トルストイ ショートセレクション 世界ショートセレクション レフ・トルストイ‖作 理論社

989 五つのパン  チャペック ショートセレクション 世界ショートセレクション カレル・チャペック‖作 理論社


