新着図書

■政治経済社会

☆：リクエストされた本

SDGs見るだけノート 基礎知識とビジネスチャンスにつなげた成功事例が丸わかり
笹谷秀光 監修
宝島社
■進路
☆ 女子高生社長、経営を学ぶ
ダイヤモンド社
高校生の就職試験一般常識&SPI [2021年度版]
柳本新二 一ツ橋書店
椎木里佳, 椎木隆太
成美堂出版
中央経済社
高校生用SPIクリア問題集 '21年版
日本キャリアサポートセンター
アルバイトから学ぶ仕事入門
佐野薫, 江利川良枝,
髙木直人 編 岡田一範,
実務教育出版
高校卒で受けられる公務員試験早わかりブック 2021年度版
資格試験研究会
国家一般職〈高卒〉
編
地方初級・市役所初級
わたしは女の子だから
高卒警察官・消防官
世界を変える夢をあきらめない子どもたち
ローズマリー・マカーニー,
西村書店ジェン・オールバー, プラン・イン
埼玉県の警察官Ⅲ類 2021年度版 教養試験
公務員試験研究会
協同出版
編
ライフサイクルでみる女性の保健と健康 充実した人生を過ごしていくために
小國美也子,ミネルヴァ書房
木下博勝, 近藤奈々絵, 平野雄
さいたま市・川口市・川越市・越谷市・草加市の初級・高卒程度
公務員試験研究会
2021年度版
協同出版
編 教養試験
「お手伝いしましょうか?」うれしかった、そのひとこと
高橋うらら 文講談社
深蔵 絵
埼玉県の初級 2021年度版 教養試験
公務員試験研究会
協同出版
編
危機に立つSNS時代の教師たち 生き抜くために、知っていなければならないこと
多賀一郎 黎明書房
朝日新聞出版
☆ 時事から学ぶ小論文 環境編、科学編、医療編
すぐにできる!双方向オンライン授業 Zoom、Teams、Googleソフトを活用して、質の高い講義と化学実験を
福村裕史, 飯箸泰宏,
化学同人後藤顕一 編
中央公論新社
なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと
池上彰 監修学研プラス
人生に必要な教養は中学校教科書ですべて身につく 12社54冊読み比べ
池上彰, 佐藤優
■科学
AIエンジニアになるには
丸山恵
ぺりかん社
薬学部 中高生のための学部選びガイド
橋口佐紀子 ぺりかん社
世界を変えた150の科学の本
ブライアン・クレッグ
創元社 石黒千秋 訳
少年写真新聞社
漢文ヤマのヤマ
三羽邦美 学研プラス
博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう全４巻 100円グッズと身近な道具でできる!
小川誠, 奥山清市, 矢野真志 共
■考え方を学ぶ
☆ AI以後 変貌するテクノロジーの危機と希望
丸山俊一, NHK取材班
NHK出版 編
哲学の解剖図鑑 「知」の歴史がマルわかり
小須田健 エクスナレッジ
ドリブルデザイナー岡部将和の挑戦を駆り立てる50の言葉岡部将和 創元社
じょうぶな頭とかしこい体になるために
五味太郎 ブロンズ新社
勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書
中田敦彦 SBクリエイティブ
■小説・エッセイ
5分で読む!名作&文豪ビジュアル大事典
漱石を知っていますか
カレーライス 教室で出会った重松清
首里の馬
破局
少年と犬
☆ 夢をかなえるゾウ 4
一人称単数
俺の残機を投下します
スターバックスで普通のコーヒーを頼む人を尊敬する件

5分で論理的思考力ドリル／ちょっとやさしめ／ちょっとむずかしめ ソニー・グローバルエデュケーション
学研プラス

最新宇宙の謎に迫る 天文学最前線
竹内薫 監修清水書院
最新地球と生命の誕生と進化 〈全地球史アトラス〉ガイドブック
丸山茂徳 清水書院
☆ 最新天気予報のすべてがわかる!
青木寿史 監修
清水書院
☆ 最新巨大地震と火山噴火をよく知る本!
「GEOペディア」制作委員会
清水書院
編
地図で見る日本の地震
山川徹 文 偕成社
寒川旭 監修
☆
☆

知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑
学研プラス
阿刀田高 新潮社
重松清
新潮社
高山羽根子 新潮社
河出書房新社
遠野遥
馳星周
文藝春秋
水野敬也 文響社
村上春樹 文藝春秋
山田悠介 河出書房新社
syunkon日記
山本ゆり
扶桑社

■歴史・地理
地図でスッと頭に入る世界史
祝田秀全 監修
昭文社
山川出版社
大人のための「世界史」ゼミ
鈴木董
地図でスッと頭に入る日本史
山本博文 監修
昭文社
大江戸武士の作法
小和田哲男 G.B.
監修
知らないとは言えない「世界のいま」が10分で身につく地理NHK「10min.ボックス地理」制作班
NHK出版
編
埼玉のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話
昭文社

長澤淳一, 瀬戸口浩彰
創元社

タイムラプスビジョン
パラパラ本：パンに生えたカビ、細菌の増殖、
眠れる美しい生き物
関口雄祐 エクスナレッジ
iPS細胞の研究室 体のしくみから研究の未来まで
志田あやか 東京書籍
京都大学iPS細胞研究所国際広報
■工学・産業
全国データSDGsと日本 誰も取り残されないための人間の安全保障指標
高須幸雄 編明石書店
「人間の安全保障」フォーラム 編
エクスナレッジ
間取りのお手本 間取り良ければすべて良し!
コラボハウス一級建築士事務所
Zoom120%活用術 ビデオ会議アプリの新定番!
Zoomビジネス研究会
宝島社
プラスチック イチは、いのちのはじまり
岩田忠久 編農山漁村文化協会
内田かずひろ 絵
誠文堂新光社
北欧料理大全 Den Store Nordiske Kogebog 家庭料理、伝統料理の調理技術から食材、食文化まで
カトリーネ・クリンケン リーネ・ファルク 写真 くらも
世界の郷土料理事典 全世界各国・300地域料理の作り方を通して知る歴史、文化、宗教の食規定
青木ゆり子 誠文堂新光社
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NHKきじまりゅうたの小腹すいてませんか?パパッとレシピ きじまりゅうた 宝島社
[]
自分の力で肉を獲る 10歳から学ぶ狩猟の世界
千松信也 旬報社
ネコ・パブリッシング
西武鉄道完全ガイド 実物とNゲージで愉しむ西武鉄道
■エッセイマンガなど
実録保育士でこ先生
でこぽん吾郎KADOKAWA
漫画家しながらツアーナースしています。 I'm a tour nurse 明
double
坂本昌彦
as a集英社
manga
監修 artist [2]
アニメ私塾流最高の絵と人生の描き方 添削解説80点付き
室井康雄 エクスナレッジ

