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019 ドラゴン桜超バカ読書  思考力↑表現力↑読解力↑の東大式99冊! 倉敷市立自然史博物館

019 知識を操る超読書術   かんき出版

095 スポーツバイク岡山散走   岡山文庫 松岡/淳‖著 日本文教出版

099 寛・晶子の岡山吟行   岡山文庫 熊代/正英‖編著 日本文教出版

121 言霊と日本  言霊論再考 樋口/達郎‖著 北樹出版

147 すごい言霊の法則  人生も金運も100%思いのままに! すごい言霊研究会‖著 宝島社

159 東大メンタル  「ドラゴン桜」に学ぶやりたくないことでも結果を出す技術 西岡/壱誠‖著 日経BP

180 ブッダが説いた幸せな生き方   岩波新書 新赤版 今枝/由郎‖著 岩波書店

210.4 くらべる戦国武将図鑑   武光/誠‖監修 東京書店

210.4 すごいヤバい戦国武将図鑑   小和田/泰経‖監修 カンゼン

210.4 覚えておきたい戦国武将100   本間/康司‖絵と文 清水書院

210.4 完全図解戦国時代  一番やさしいビジュアルでわかる かみゆ歴史編集部‖編 廣済堂出版

210.4 合戦地図で読み解く戦国時代   SBビジュアル新書 榎本/秋‖著 SBクリエイティブ

210.4 戦国武将100列伝   新田/純‖著 展望社

210.4 戦国武将の土木工事   豊田/隆雄‖著 彩図社

210.4 戦国武将ビジュアル人物大図鑑  人気武将、美しい姫君など120人一挙紹介 山村/竜也‖監修 PHPエディターズ・グループ

210.4 戦国武将ビジュアル大百科   学研ファースト歴史百科 田代/脩‖監修 学研プラス

210.4 戦国武将完全ランキング  不敗伝説から女装の似合う武将まで! TJ MOOK 宝島社

210.4 戦国武将人物事典  美麗イラストで楽しむ! 川口/素生‖監修 成美堂出版

210.4 超ビジュアル!マンガ戦国時代  1467〜1582年頃 矢部/健太郎‖監修 西東社

210.4 超ビジュアルで学ぶ!戦国武将150   小和田/哲男‖監修 宝島社

210.4 超解説!戦国武将まるわかり事典   COSMIC MOOK 島崎/晋‖著 コスミック出版

210.4 歴史ミステリー日本の武将・剣豪ツワモノ100選  鎌倉から戦国、幕末まで!極めたる剣の道 DIA Collection 原/遙平‖[ほか]執筆 ダイアプレス

210.5 学校では教えてくれない江戸・幕末史の授業   PHP文庫 井沢/元彦‖著 PHP研究所

289.1 一人だけど孤独じゃない  中二病クリエイター、世界でバズる ケチャップ‖著 KADOKAWA

307 カンタン総まとめ就活の一般常識&時事 2023  就職情報研究会‖編 実務教育出版

332 日本経済図説   岩波新書 新赤版 宮崎/勇‖著 岩波書店

333 SDGs時代の社会貢献活動  一人ひとりができることとは 前林/清和‖編著 昭和堂

333 WE HAVE A DREAM  201カ国202人の夢×SDGs WORLD DREAM PROJECT‖編 いろは出版

333 ムズカシそうなSDGsのことがひと目でやさしくわかる本   本田/亮‖著 小学館

333 教科で学ぶSDGs学   稲葉/茂勝‖著 今人舎

333 図解SDGs入門   村上/芽‖著 日経BP日本経済新聞出版本部

335 Masters  日本経済の未来を創る経営者たち 国際通信社

335 SDGsのすごい会社  SDGsの新ヒーロー17社。 川田/精一‖著 オールズバーグ

350 データブックオブ・ザ・ワールド  世界各国要覧と最新統計 二宮書店

361 みんなに好かれなくていい   小学館YouthBooks 和田/秀樹‖著 小学館

369 チャリティの帝国  もうひとつのイギリス近現代史 岩波新書 新赤版 金澤/周作‖著 岩波書店

369 withコロナ新しい生活様式で進める地域づくり  地域共生社会を見据えた地域活動のヒント集 「つながりを切らない」情報・交流ネットワーク‖編 全国コミュニティライフサポートセンター
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370 黒板アート南房総200日の記録  子どもの世界が変わるとき 上野/広祐‖著 本の泉社

371 理論と実践でわかる!SDGs/ESD  持続可能な社会を目指すユネスコスクールの取組 及川/幸彦‖編著 明治図書出版

372 学力格差への処方箋  <分析>全国学力・学習状況調査 耳塚/寛明‖編著 勁草書房

374 これで解決!養護教諭のための新型感染症対策Q&A  学校の新しい生活様式対応 三木/とみ子‖編集代表 ぎょうせい

374 学級あそび&授業アイスブレイク  オンライン,ソーシャルディスタンスでできる 鈴木/邦明‖編著 明治図書出版

374 教室でも楽しめる!みんなでZoomあそび!   桂/聖‖編著 東洋館出版社

375 オンライン授業のためのZoomレッスン  簡単にできるアクティブラーニングのコツ 岸田/典子‖著 実教出版

375 ハーバード式Zoom授業入門  オンライン学習を効果的に支援するガイド ダン・レヴィ‖著 青弓社

375 はじめてみようSTEAM教育  小学生からの実験とプログラミング 川村/康文‖共著 オーム社

375 高校一冊目の参考書  行きたい大学に行くための勉強法がマンガでわかる 船登/惟希‖著 KADOKAWA

375 自宅学習の強化書  塾へ行かなくても成績が超アップ! 葉一‖著 フォレスト出版

376 アップデートしつづける勉強法で東大へ行け! Go to the Tokyo University!  ドラゴン桜2公式ガイドブック KCDX 三田紀房, モーニング編集部 監修 講談社

377 東大×SDGs  先端知からみえてくる未来のカタチ 東京大学未来社会協創推進本部‖監修 山川出版社

379 あなたが伸びる学び型  ドラゴン桜とFFS理論が教えてくれる 古野/俊幸‖著 日経BP

404 科学と社会へ望むこと   池内/了‖著 而立書房

407 理科がもっとおもしろくなるScratchで科学実験  自由研究にも使えるプログラミングを活かした実験がいっぱい! 子供の科学★ミライクリエイティブ 横川/耕二‖著 誠文堂新光社

410 深掘り!中学数学  教科書に書かれていない数学の話 岩波ジュニア新書 坂間/千秋‖著 岩波書店

417 文系のためのめっちゃやさしい確率   東京大学の先生伝授 倉田/博史‖監修 ニュートンプレス

445 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか?   岩波ジュニアスタートブックス　ジュニスタ 佐々木/貴教‖著 岩波書店

491 文系のためのめっちゃやさしい人体   東京大学の先生伝授 吉川/雅英‖監修 ニュートンプレス

493 新型コロナワクチンQ&A100  日米で診療にあたる医師ら10人が総力回答! コロワくんサポーターズ‖著 日経メディカル開発

493 新型コロナワクチンを打つ前に知ってほしい大切なこと  感染症の専門家が教える 奥田/研爾‖著 現代書林

497 口から見える貧困  健康格差の解消をめざして 兵庫県保険医協会‖編著 クリエイツかもがわ

497 歯のメンテナンス大全  人生100年時代の正しいデンタルケア88のリスト 堀/滋‖著 飛鳥新社

497 世界の一流はなぜ歯に気をつかうのか  東京医科歯科大学を首席卒業した名医が教える 森下/真紀‖著 ダイヤモンド社

498 がん、脳卒中、心臓病三大病死亡衝撃の地域格差  日本初!全国2次医療圏別全リスト 埴岡/健一‖著 中央公論新社

498 ストレスの9割は「脳の錯覚」  思考グセに気づけば、もっとラクに生きられる 青春新書INTELLIGENCE 和田/秀樹‖著 青春出版社

498 ライフステージ実習栄養学  健康づくりのための栄養と食事 城田/知子‖編著 医歯薬出版

498 医師の不足と過剰  医療格差を医師の数から考える 桐野/高明‖著 東京大学出版会

498 医療AIの知識と技術がわかる本  事例・法律から画像処理・データセットまで 小西/功記‖著 翔泳社

498 格差時代の医療と社会的処方  病院の入り口に立てない人々を支えるSDH(健康の社会的決定要因)の視点 武田/裕子‖編集 日本看護協会出版会

498 歯科衛生士の仕事  歯科衛生士は診療室の司令塔 小森/朋栄‖監修 グレードル

498 歯学生のための健康科学   小松崎/明‖監修 一世出版

498 食と医療  学術誌 講談社MOOK 講談社エディトリアル

499 クスリとリスクと薬剤師   油沼‖漫画 KADOKAWA

518 SDGsでかんがえよう地球のごみ問題  どうしたらへらせる?食品ロス問題 井田/仁康‖総合監修 童心社

519 持続的な社会を考える新しい環境問題   古沢広祐 監修 金の星社

519 脱プラスチック  データで見る課題と解決策 日経BPムック レイチェル・サルト‖[著] 日経ナショナルジオグラフィック社

547 Zoom目指せ達人基本&活用術   川上/恭子‖著 マイナビ出版
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547 プロとして使うZoom  決定版 できるビジネス 平田/幸一‖著 インプレス

547 まるわかり!!Zoom活用ガイド 2021 手順をマネするだけで誰でもできる! COSMIC MOOK コスミック出版

596 今日の限界めし   KUMA‖著 ワニブックス

611 フードバンク  世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策 佐藤/順子‖編著 明石書店

611 フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化  食品寄付の海外動向と日本における課題 日本農業市場学会研究叢書 小林/富雄‖編著 筑波書房

611 食品ロスの大研究  なぜ多い?どうすれば減らせる? 楽しい調べ学習シリーズ 井出/留美‖監修 PHP研究所

611 食料危機  パンデミック、バッタ、食品ロス PHP新書 井出/留美‖著 PHP研究所

720 黒板アート甲子園作品集  高校生たちの消えない想い 日学株式会社‖総監修 日東書院本社

726 アイビスペイント公式ガイドブック  スマホと指でここまで描ける!本格お絵かきアプリ アイビス‖監修 玄光社

726 棒人間図解大全  仕事に使える! MICANO‖著 自由国民社

726 名もなきねずみの本   名もなきねずみ‖作 主婦の友インフォス

780 アスリートの言霊。  厳しい時代を生き抜くために ベースボール・マガジン社‖編 ベースボール・マガジン社

780 ざんねんな筋トレ図鑑  いくらやっても意味がない 小島/央‖著 マキノ出版

780 フィッシャーマン式筋トレ以前の筋肉の常識   フィッシャーマン‖著 朝日新聞出版

780 ロジカル筋トレ  超合理的に体を変える 幻冬舎新書 清水/忍‖著 幻冬舎

780 筋トレと栄養の科学  お腹を凹ませて太らないカラダになるための真実72 坂詰/真二‖監修 新星出版社

780 世界一細かすぎる筋トレ図鑑   岡田/隆‖著 小学館

783.4 サッカー勝つテーピングスキル目的別完全マニュアル   コツがわかる本 久保田/武晴‖監修 メイツユニバーサルコンテンツ

783.5 部活で差がつく!勝つバドミントン最強のコツ50   コツがわかる本 名倉/康弘‖監修 メイツユニバーサルコンテンツ

786 はじめてのスケートボード  連続写真でみるみる上達! H.L.N.A‖監修 成美堂出版

798 ゲームデザインプロフェッショナル  誰もが成果を生み出せる、『FGO』クリエイターの仕事術 塩川/洋介‖著 技術評論社

798 たのしい2Dゲームの作り方  Unityではじめるゲーム開発入門 STUDIO SHIN‖著 翔泳社

798 モバイルゲーム開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書   図解即戦力　豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい! 永田/峰弘‖著 技術評論社

809 オンラインでもアイスブレイク!ベスト50  不慣れな人もほっと安心 青木/将幸‖著 ほんの森出版

809 そのまま使えるオンラインの“場づくり”アイデア帳  会社でも学校でもアレンジ自在な30パターン ワークショップ探検部‖著 翔泳社

810 言霊と日本語   ちくま新書 今野/真二‖著 筑摩書房

814 ポジティブことば選び辞典   大人のことば選び辞典 学研プラス

816 時事から学ぶ小論文  情報編　情報リテラシーを身につける 朝日新聞社

816 時事から学ぶ小論文  文化編　文化と歴史を見直す 朝日新聞社

816 時事から学ぶ小論文  社会編　進む少子高齢化と社会保障 朝日新聞社

816 時事から学ぶ小論文  医療編　変貌する医療の最前線 朝日新聞社

816 時事から学ぶ小論文  情報編　オンラインが変えるコミュニケーション 朝日新聞社

816 時事から学ぶ小論文  基礎編　小論文の書き方を学ぼう 朝日新聞社

834 大学入試うんこ英単語2000   古屋/雄作‖作 文響社

910.2 言霊とは何か  古代日本人の信仰を読み解く 中公新書 佐佐木/隆‖著 中央公論新社

911.1 基礎からわかるはじめての短歌上達のポイント   コツがわかる本 高田/ほのか‖監修 メイツユニバーサルコンテンツ

913.6 居酒屋ぼったくり 10  アルファポリス文庫 秋川/滝美‖[著] アルファポリス

913.6 居酒屋ぼったくり 11  アルファポリス文庫 秋川/滝美‖[著] アルファポリス

913.6 居酒屋ぼったくり 9  アルファポリス文庫 秋川/滝美‖[著] アルファポリス
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913.6 居酒屋ぼったくり   アルファポリス文庫 秋川/滝美‖[著] アルファポリス

913.6 正欲   朝井/リョウ‖著 新潮社

913.6 余命七日の死神   メディアワークス文庫 安東/あや‖[著] KADOKAWA

913.6 こちらあみ子   ちくま文庫 今村/夏子‖著 筑摩書房

913.6 幕末遊撃隊   新潮文庫 池波/正太郎‖著 新潮社

913.6 恋に焦がれたブルー   宇山/佳佑‖著 集英社

913.6 うらんぼんの夜   川瀬/七緒‖著 朝日新聞出版

913.6 甲子園でもう一度きみに逢えたら   文芸社文庫 片瀬/真唯子‖著 文芸社

913.6 本好きの下剋上 4-8 司書になるためには手段を選んでいられません 香月/美夜‖著 TOブックス

913.6 本好きの下剋上 4-9 司書になるためには手段を選んでいられません 香月/美夜‖著 TOブックス

913.6 本好きの下剋上 5-1 司書になるためには手段を選んでいられません 香月/美夜‖著 TOブックス

913.6 本好きの下剋上 5-2 司書になるためには手段を選んでいられません 香月/美夜‖著 TOブックス

913.6 本好きの下剋上 5-3 司書になるためには手段を選んでいられません 香月/美夜‖著 TOブックス

913.6 本好きの下剋上 5-4 司書になるためには手段を選んでいられません 香月/美夜‖著 TOブックス

913.6 本好きの下剋上 5-5 司書になるためには手段を選んでいられません 香月/美夜‖著 TOブックス

913.6 本好きの下剋上  司書になるためには手段を選んでいられません 香月/美夜‖著 TOブックス

913.6 ないものねだりの君に光の花束を   汐見/夏衛‖著 KADOKAWA

913.6 世に棲む日日 1  文春文庫 司馬/遼太郎‖著 文芸春秋

913.6 世に棲む日日 2  文春文庫 司馬/遼太郎‖著 文芸春秋

913.6 世に棲む日日 3  文春文庫 司馬/遼太郎‖著 文芸春秋

913.6 世に棲む日日 4  文春文庫 司馬/遼太郎‖著 文芸春秋

913.6 幕末暗殺!   中公文庫 鈴木/英治‖著 中央公論新社

913.6 神様の罠   文春文庫 辻村/深月‖著 文藝春秋

913.6 すみれ荘ファミリア   講談社タイガ 凪良/ゆう‖著 講談社

913.6 そこにいるのに  13の恐怖の物語 河出文庫 似鳥/鶏‖著 河出書房新社

913.6 都会(まち)のトム&ソーヤゲーム・ブック  ぼくたちの映画祭 YA!ENTERTAINMENT はやみね/かおる‖作 講談社

913.6 ダイナー   ポプラ文庫 平山/夢明‖[著] ポプラ社

913.6 仮面山荘殺人事件   講談社文庫 東野/圭吾‖[著] 講談社

913.6 余命3000文字   小学館文庫 村崎/羯諦‖著 小学館

913.6 犬部!  映画小説版 朝日文庫 山田/あかね‖著 朝日新聞出版

913.6 世界が終わる前に 3  創元SF文庫 山本/弘‖著 東京創元社

913.6 幽霊なんて怖くない 2  創元SF文庫 山本/弘‖著 東京創元社

913.6 翼を持つ少女 1-1  創元SF文庫 山本/弘‖著 東京創元社

913.6 翼を持つ少女 1-2  創元SF文庫 山本/弘‖著 東京創元社

913.6 月下のサクラ   柚月/裕子‖著 徳間書店

913.6 るろうに剣心  最終章The Final 集英社オレンジ文庫 和月/伸宏‖原作 集英社

914.6 normal?  “普通”って何? 井手上/漠‖著 講談社

929 死にたいけどトッポッキは食べたい 1  ペク/セヒ‖著 光文社

929 死にたいけどトッポッキは食べたい 2  ペク/セヒ‖著 光文社



分類番号 書名 著者名 出版社

2021年　6月　新着図書リスト

949 アンネの日記  グラフィック版 アンネ・フランク‖著 あすなろ書房


