
あたらしく購入した本　 （７/３１～８/６） 2021年8月7日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＡＩは人間を憎まない トム  チヴァース 飛鳥新社 2021年6月 007.1/ﾁ

アプリケーションエンジニアになるには 小杉  眞紀（他） ぺりかん社 2021年6月 007.3/ｺ/ｱｵ

死にかた論 佐伯  啓思 新潮社 2021年5月 114.2/ｻ

習慣超大全 スタンフォード行動デザイン研究所の自分を変える方法 ＢＪ  フォッグ ダイヤモンド社 2021年5月 159/ﾌ

ブッダが説いた幸せな生き方 今枝  由郎 岩波書店 2021年5月 180.4/ﾌﾞ

発掘された日本列島 調査研究最前線 ２０２１ 文化庁∥編 共同通信社 2021年6月 210.2/ﾌﾞ/21

福岡 博多・天神 ’２２　まっぷるマガジン 昭文社 2021年7月 291.9/ﾌ/22

誰のためのテレワーク？ 近未来社会の働き方と法 大内  伸哉 明石書店 2021年5月 336.4/ｵ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

親の支配脱出マニュアル 藤木  美奈子 講談社 2021年5月 367/ﾌ

　心を傷つける家族から自由になるための本

介護施設選び５つのポイント 上村  岩男 幻冬舎 2021年5月 369.2/ｶ

　人生の最後を「感動」で締めくくる！

しゃべらなくても楽しい！シニアの座ってできる健康体操５０ 斎藤  道雄 黎明書房 2021年5月 369.2/ｻ/ﾁｮｳｼﾞｭ

鎌田式健康手抜きごはん 鎌田  實 集英社 2021年5月 498.58/ｶ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

　医師が考える楽しく人生を送るための簡単料理

「会社がしんどい」をなくす本 奥田  弘美 日経ＢＰマーケティング 2021年6月 498.8/ｵ/ﾑﾗｻｷ

　いやなストレスに負けず心地よく働く処方箋

脱炭素時代を生き抜くための「エネルギー」入門 齋藤  勝裕 実務教育出版 2021年6月 501.6/ｻ

ＣＡＤが一番わかる 大髙  敏男（他） 技術評論社 2021年6月 501.8/ｵ

　ＣＡＤの操作や機能から産業との関わりまで

７．４球磨川豪雨災害はなぜ起こったのか 中島  熙八郎∥監修 共栄書房 2021年6月 517.2/ﾅ

　ダムにこだわる国・県の無作為が住民の命を奪った

脱プラスチック データで見る課題と解決策 レイチェル  サルト 日経ＢＰマーケティング 2021年7月 519/ｻ

人生を豊かにしたい人のための日本の城 小和田  哲男 マイナビ出版 2021年5月 521.8/ｵ

はじめてでもよくわかる！図面の描き方 飯島  晃良 成美堂出版 2021年6月 531.9/ｲ

スペース・コロニー  宇宙で暮らす方法 向井  千秋∥監修・著 講談社 2021年5月 538.9/ﾑ

毎日がもっと輝くみんなの文具術 日本能率協会マネジメントセンター∥編 日本能率協会マネジメントセンター 2021年5月 589.7/ﾆ

自分で作るエプロンとかっぽう着 主婦と生活社∥編 主婦と生活社 2021年6月 593.3/ｼ/ｺｽ

ハツ江おばあちゃんのおうち和食１００レシピ 高木  ハツ江 ＮＨＫ出版 2021年6月 596.21/ﾀ

パンのトリセツ 池田  浩明（他） 誠文堂新光社 2021年5月 596.63/ｲ

　知ればもっとおいしくなる！切り方・焼き方・味わい方

チャット＆メールの「ムダミス」がなくなるストレスフリー文章術 山口  拓朗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 670.9/ﾔ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

街場の芸術論 内田  樹 青幻舎 2021年5月 704/ｳ

ブックデザイナー・名久井直子が行く印刷・紙もの、工場見学記 デザインのひきだし編集部∥編 グラフィック社 2021年5月 749/ﾃﾞ

初心者のハーモニカ基礎教本 田中  光栄∥編著 自由現代社 2021年5月 763.7/ﾀ

　すぐに始められる大人のためのクロマチック・ハーモニカ入門書！

雅楽のひみつ メイツユニバーサルコンテンツ 2021年5月 768.2/ｶﾞ

　見かた・楽しみかたがわかる本 伝統の和楽器超入門

桃田賢斗が世界一になった３０の理由 桃田  賢斗（他） ベースボール・マガジン社 2021年5月 783.5/ﾓ

鉄道無常　内田百閒と宮脇俊三を読む 酒井　順子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 915.6/ｻ

レイ・ブラッドベリ  華氏４５１度　本が燃やされる社会 戸田山  和久 ＮＨＫ出版 2021年6月 933.7/ﾌﾞ

僕が死んだあの森 ピエール  ルメートル 文藝春秋 2021年5月 953.7/ﾙ

最新データでわかる日本人・韓国人・中国人 造事務所∥編著 ＰＨＰ研究所 2021年6月 B302/ｿﾞ

術策 惣目付臨検仕る ２ 上田  秀人 光文社 2021年7月 BF/ｳｴ/2

世界はゴ冗談 筒井  康隆 新潮社 2021年6月 BF/ﾂﾂ

小説  孤狼の血  ＬＥＶＥＬ２ 豊田  美加∥ノベライズ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 BF/ﾄﾖ

犬部！ 映画小説版 山田  あかね 朝日新聞出版 2021年6月 BF/ﾔﾏ

コンビニ人間　大活字本シリーズ 村田  沙耶香 埼玉福祉会 2021年5月 DF/ﾑﾗ

花見ぬひまの 上　大活字本シリーズ 諸田  玲子 埼玉福祉会 2021年5月 DF/ﾓﾛ

花見ぬひまの 下　大活字本シリーズ 諸田  玲子 埼玉福祉会 2021年5月 DF/ﾓﾛ

終わった人 上　大活字本シリーズ 内館  牧子 埼玉福祉会 2021年5月 DF/ｳﾁ

終わった人 下　大活字本シリーズ 内館  牧子 埼玉福祉会 2021年5月 DF/ｳﾁ

みにくいマルコ　えんとつ町に咲いた花 にしの  あきひろ 幻冬舎 2021年5月 S726/ﾆ

アインシュタイン　時をかけるネズミの大冒険 トーベン  クールマン ブロンズ新社 2021年5月 S943/ｸ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

医学のひよこ　医学のたまご 海堂  尊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 SF/ｶｲ

〈児童〉

聞かせて、おじいちゃん 原爆の語り部・森政忠雄さんの決意 横田  明子 国土社 2021年5月 36/ﾖ

朝ごはんは、お日さまの光！ 植物のはなし マイケル  ホランド 徳間書店 2021年5月 47/ﾎ

図解でわかる１４歳からの脱炭素社会 インフォビジュアル研究所 太田出版 2021年5月 51/ｲ

小さな里山をつくる チョウたちの庭 今森  光彦 アリス館 2021年5月 65/ｲ

黒魔女さんと魔法博士　６年１組黒魔女さんが通る！！　１４ 石崎  洋司 講談社 2021年6月 91/ｲ/14

てんこうせいはおはなしやさん 北川  チハル 金の星社 2021年6月 91/ｷ

月にトンジル 佐藤　まどか あかね書房 2021年5月 91/ｻ

キプリング童話集 動物と世界のはじまりの物語 ラドヤード  キプリング ＫＴＣ中央出版 2021年5月 93/ｷ

みんなげんきピヨピヨ１・２ かこ  さとし 童心社 2021年7月 C

天の岩戸  アマテラス 飯野  和好 パイインターナショナル 2021年5月 E/ｲ/ｷ

エレベーター　ゾッとする怪談えほん 大野  隆介 新日本出版社 2021年6月 E/ｵ/ｺﾜｲ

デリバリーぶた 加藤  休ミ 偕成社 2021年6月 E/ｶ

いろいろかえる きくち  ちき 偕成社 2021年6月 E/ｷ

恐竜トリケラトプスとティラノクイーン 黒川  みつひろ 小峰書店 2021年6月 E/ｸ

　さいきょうのてきとたたかうまき

きみとぼくがつくるもの オリヴァー  ジェファーズ ほるぷ出版 2021年6月 E/ｼﾞ

　いっしょにみらいをいきていくためのけいかく

としょかんのきょうりゅう 鈴木　まもる 徳間書店 2021年6月 E/ｽ

お月さんのシャーベット ペク  ヒナ ブロンズ新社 2021年6月 E/ﾍﾟ

空とぶ馬と七人のきょうだい　モンゴルの北斗七星のおはなし バーサンスレン  ボロルマー 廣済堂あかつき 2021年6月 E/ﾎﾞ

チーターじまんのてんてんは みやけ  ゆま ＢＬ出版 2021年5月 E/ﾐ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。



あたらしく購入した本　 （８/７～８/１３） 2021年8月14日作成

◇中央図書館

〈一般〉

Ｗｉｎｄｏｗｓ  １０は初期設定で使うな！ ２０２１年最新版 日経ＰＣ２１∥編 日経ＢＰ 2021年7月 007.6/ﾆ

生物学的に、しょうがない！ 石川  幹人 サンマーク出版 2021年6月 140/ｲ

源頼朝 すでに朝の大将軍たるなり 川合  康 ミネルヴァ書房 2021年6月 289.1/ﾐ

世界のすごい島３００ 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2021年6月 290.9/ﾁ

東京で見つける江戸 カラー版 香原  斗志 平凡社 2021年5月 291.3/ｶ

山陰 鳥取・松江・萩 〔２０２２〕 昭文社 2021年7月 291.7/ｻ/22

井沢式新ニッポン風土記 西日本編 井沢  元彦 旅行読売出版社 2021年5月 291/ｲ

井沢式新ニッポン風土記 東日本編 井沢  元彦 旅行読売出版社 2021年5月 291/ｲ

インドを旅する５５章 宮本  久義　他 明石書店 2021年6月 292.5/ﾐ

歌舞伎町コロナ戦記 夜の町の５００日 羽田  翔 飛鳥新社 2021年6月 302.1/ﾊ

中国の暴虐 ウイグル、モンゴル、香港、尖閣 櫻井  よしこ　他 ワック 2021年5月 302.2/ｻ

むずかしい天皇制 大澤  真幸 晶文社 2021年5月 313.6/ｵ

どうしても頑張れない人たち ケーキの切れない非行少年たち  ２ 宮口  幸治 新潮社 2021年4月 368.7/ﾐ/2

子どもの幸せを一番に考えるのをやめなさい 隂山  英男 ＳＢクリエイティブ 2021年6月 379.9/ｶ

ものが語る教室 ジュゴンの骨からプラスチックへ 盛口  満 岩波書店 2021年5月 407/ﾓ

ツバメのせかい 長谷川  克 緑書房 2021年6月 488.9/ﾊ

ねころんで読めるワクチン 笠井  正志 メディカ出版 2021年6月 493.82/ｶ

  知ってるつもりがくつがえる医療者のためのワクチン学入門書

血管の名医が教える下肢静脈瘤の治し方 自分で改善！１分体操 広川  雅之 毎日が発見 2021年6月 494.28/ﾋ

クスリとリスクと薬剤師 油沼∥漫画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 499.09/ｱ

環境専門家になるには 小熊  みどり ぺりかん社 2021年6月 519/ｵ/ｱｵ

産業遺産 幻想と異世界への扉 黒沢  永紀　他 昭文社 2021年5月 602.1/ｸ/Y

自分でも欲しい優れもの  尊敬される贈り物３５０ 日経ＢＰ 2021年7月 675.1/ｼﾞ

  「日経トレンディ」本誌でイチオシの商品を１冊に！

山陽電鉄、神戸電鉄沿線アルバム 昭和～平成 辻  良樹∥解説 アルファベータブックス 2021年6月 686.2/ｻ

勝てる民泊 ウィズコロナの一軒家宿 山口  由美 新潮社 2021年5月 689.8/ﾔ

十六歳のモーツァルト 天才作曲家・加藤旭が遺したもの 小倉  孝保 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 762.1/ｶ

奇跡のバックホーム 横田  慎太郎 幻冬舎 2021年5月 783.7/ﾖ

牧師、閉鎖病棟に入る。 沼田  和也 実業之日本社 2021年6月 916/ﾇ

三体 ３〔上〕 死神永生（ししんえいせい） 劉  慈欣 早川書房 2021年5月 923.7/ﾘ

三体 ３〔下〕 死神永生 劉  慈欣 早川書房 2021年5月 923.7/ﾘ

アウシュヴィッツで君を想う エディ  デ  ウィンド 早川書房 2021年4月 949.3/ｳ

アンミカの幸せの選択力 愛・幸・運に恵まれた人生を手に入れる アン  ミカ 大和書房 2021年6月 B159/ｱ

晴れた日にかなしみの一つ 上原  隆 双葉社 2021年5月 B916/ｳ

お勝手のあん ４ あんのまごころ 柴田  よしき 角川春樹事務所 2021年6月 BF/ｼﾊﾞ/4

ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部  和重 毎日新聞出版 2021年6月 F/ｱﾍﾞ

薔薇のなかの蛇 恩田  陸 講談社 2021年5月 F/ｵﾝ

照降町四季 3 梅花下駄（ばいかげた） 佐伯  泰英 文藝春秋 2021年6月 F/ｻｴ/3

刺青（しせい） 谷崎  潤一郎 立東舎 2021年6月 F/ﾀﾆ

赤の呪縛 堂場  瞬一 文藝春秋 2021年5月 F/ﾄﾞｳ

姉の島 村田  喜代子 朝日新聞出版 2021年6月 F/ﾑﾗ

日本の図書館 統計と名簿 ２０２０ 日本図書館協会 2021年5月 R010/ﾆ/20

入門  山口の部落解放志 山口県人権啓発センター∥編 解放出版社 2021年5月 Y361/ﾔ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

竜とそばかすの姫 細田  守 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 SBF/ﾎｿ

〈児童〉

スティーブン・ホーキング ブラックホールの謎に挑んだ科学者の物語 キャスリーン  クラル 化学同人 2021年6月 28/ﾎ

わくわくサバイバル図鑑 ハイサイ探偵団∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 36/ﾜ

せかいのりょうり 英語つき 青木  ゆり子∥監修 小学館 2021年6月 38/ｾ

星空教室 夏の星座 藤井  旭 誠文堂新光社 2021年7月 44/ﾌ

もっとやりすぎ絶滅いきもの図鑑 今泉  忠明∥監修 宝島社 2021年6月 48/ﾔ

絵本  はたらく細胞 ２ 超強敵！インフルエンザと食中毒 牧村  久実 講談社 2021年6月 49/ﾏ/2

まるごときゅうり 八田  尚子　他∥構成 絵本塾出版 2021年5月 62/ﾊ

あしたもオカピ 斉藤  倫 偕成社 2021年6月 91/ｻ

都会のトム＆ソーヤ  最強ガイド はやみね  かおる∥原作 講談社 2021年6月 91/ﾊ

どーすんの！？おもちゃゲット大作戦 吉田  純子 ポプラ社 2021年6月 91/ﾖ

ばけねこ アン  マサコ ポプラ社 2021年7月 E/ｱ

あっぱれ！どぐうちゃん 長谷川  知子 ポプラ社 2021年6月 E/ﾊ

すいかのたね グレッグ グレッグ  ピゾーリ こぐま社 2021年6月 E/ﾋﾟ

ことりのぴーと ディック  ブルーナ 福音館書店 2021年5月 E/ﾌﾞ

へんしんへんしんフルーツポンチ 山本  祐司 ほるぷ出版 2021年6月 E/ﾔ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

この世界のさらにいくつもの片隅に こうの  史代∥原作 2020年 DVｱﾆ/ｺﾉ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。



あたらしく購入した本　 （８/１４～８/２０） 2021年8月21日作成

◇中央図書館

〈一般〉

今すぐ使えるかんたんＧｏｏｇｌｅ完全ガイドブック ＡＹＵＲＡ 技術評論社 2021年6月 007.5/ｱ

   困った解決＆便利技 改訂２版

縄文神社 首都圏篇 武藤  郁子 飛鳥新社 2021年6月 175.9/ﾑ

見出された縄文の母系制と月の文化 高良  留美子 言叢社 2021年6月 210.2/ｺ/

  〈縄文の鏡〉が照らす未来社会の像

私たちの真実 アメリカン・ジャーニー カマラ  ハリス 光文社 2021年6月 289.3/ﾊ

危機の権力 塩田  潮 エムディエヌコーポレーション 2021年6月 312.1/ｼ

金正恩と金与正（キムヨジョン） 牧野  愛博 文藝春秋 2021年6月 312.2/ﾏ

資本主義と危機 世界の知識人からの警告 マルクス  ガブリエル　他 岩波書店 2021年5月 332/ｶﾞ

仕方なくパートで働く普通の主婦が起業する本 小桧山  美由紀 総合法令出版 2021年6月 335/ｺ/ｵﾚ

投資で利益を出している人たちが大事にしている４５の教え 市川  雄一郎 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2021年6月 338.1/ｲ

普通の会社員でもできる日本版ＦＩＲＥ超入門 山崎  俊輔 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2021年7月 338.1/ﾔ

  経済的な独立と早期リタイアの夢

すみません、２ＤＫってなんですか？ 日下部  理絵　他 サンマーク出版 2021年7月 365.3/ｸ

移住。 成功するヒント 新しい暮らしをはじめよう！ 朝日新聞出版 朝日新聞出版 2021年6月 366.2/ｱ

大阪に来たらええやん！ 坂本  慎治 信長出版 2021年5月 369.2/ｻ

  西成のＮＰＯ法人代表が語る生活困窮者のリアル

世界の天変地異 本当にあった気象現象 マッティン  ヘードベリ 日経ナショナルジオグラフィック社 2021年6月 451.9/ﾍ

鉱物分類図鑑３２３ 産状、成因、見分けるポイントがよくわかる 新版 青木  正博 誠文堂新光社 2021年6月 459/ｱ

電磁波過敏症を治すには 増補改訂版 加藤  やすこ 緑風出版 2021年6月 498.4/ｶ 

２０３５年「ガソリン車」消滅 安井  孝之 青春出版社 2021年6月 537/ﾔ

核のゴミ 「地層処分」は１０万年の安全を保証できるか？！ 古儀  君男 合同出版 2021年6月 539.6/ｺ

家で揚げるともっとおいしい 坂田  阿希子 リトルモア 2021年6月 596/ｻ/ｵﾚ

魔法のアイスレシピ コンビニ＆スーパーのアイスが極上スイーツに！ シズリーナ荒井 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 596.65/ｼ

はじめまして韓国カフェスイーツ 福本  美樹 家の光協会 2021年6月 596.65/ﾌ

長谷川町子 昭和を描いた国民的漫画家 長谷川町子美術館∥監修 平凡社 2021年6月 726.1/ﾊ

天のすべりだい スズキ  コージ ＢＬ出版 2021年7月 726.5/ｽ

母 青木  さやか 中央公論新社 2021年5月 779.1/ｱ

おやじキャンプ飯 レシピ＆ソロキャンプ術 馬杉  雅喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 786/ﾏ

キャンプでしたい１００のこと フィグインク∥編 西東社 2021年7月 786.3/ﾌ

パチンコ ものと人間の文化史 １８６ 杉山  一夫 法政大学出版局 2021年6月 797.9/ｽ

クヌギ林の妖怪たち 童話作家・富安陽子の世界 斉藤  洋 講談社 2021年6月 910.2/ﾄ

夏井いつきの俳句道場 夏井  いつき ＮＨＫ出版 2021年6月 911.3/ﾅ/ﾁｬ

美女の魔界退治 林  真理子 マガジンハウス 2021年6月 914.6/ﾊ

作家と犬 平凡社編集部∥編 平凡社 2021年6月 914.6/ﾍ

私がフェミニズムを知らなかった頃 小林  エリコ 晶文社 2021年5月 916/ｺ

さよならは仮のことば 谷川俊太郎詩集 谷川  俊太郎 新潮社 2021年7月 B911/ﾀ

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社 2021年7月 B916/ﾌﾞ

見知らぬ人 エリー  グリフィス 東京創元社 2021年7月 B933/ｸﾞ

クイーンズ・ギャンビット ウォルター  テヴィス 新潮社 2021年7月 B933/ﾃ

航空自衛隊副官怜於奈（れおな） 数多  久遠 角川春樹事務所 2020年4月 BF/ｱﾏ/1

航空自衛隊副官怜於奈（れおな） ２ 数多  久遠 角川春樹事務所 2021年5月 BF/ｱﾏ/2

枝の家 黒井  千次 文藝春秋 2021年6月 F/ｸﾛ

星落ちて、なお 澤田  瞳子 文藝春秋 2021年5月 F/ｻﾜ

君と歩いた青春 駐在日記 小路  幸也 中央公論新社 2021年6月 F/ｼﾖ/3

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

コンビニたそがれ堂異聞  千夜一夜 村山  早紀 ポプラ社 2021年6月 SBF/ﾑﾗ

医学のつばさ 医学のたまご 海堂  尊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 SF/ｶｲ

〈児童〉

名探偵コナン推理ファイル  中国・四国地方の謎 青山  剛昌∥原作 小学館 2021年6月 29/ﾒ

チバニアン誕生 方位磁針のＮ極が南をさす時代へ 岡田  誠 ポプラ社 2021年6月 45/ｵ

命の境界線 保護されるシカと駆除される鹿 今西  乃子 合同出版 2021年5月 48/ｲ

鳥スペシャル！ ＮＨＫ子ども科学電話相談 〔１２〕 ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班∥編 ＮＨＫ出版 2021年6月 48/ｴ

この世界からサイがいなくなってしまう アフリカでサイを守る人たち 味田村  太郎 学研プラス 2021年6月 48/ﾐ

おねえちゃんって、ちょっぴりせのび！ いとう  みく 岩崎書店 2021年6月 91/ｲ

トムと３時の小人 たかどの  ほうこ ポプラ社 2021年6月 91/ﾀ

妖怪一家の時間旅行 妖怪一家九十九さん 富安  陽子 理論社 2021年6月 91/ﾄ

さよならのたからばこ 長崎  夏海 理論社 2021年6月 91/ﾅ

コレットとわがまま王女 ルイス  スロボドキン 瑞雲舎 2021年7月 93/ｽ

コップのすいえい 朝倉  世界一 フレーベル館 2021年6月 E/ｱ

てがみがきたな  きしししし 網代  幸介 ミシマ社 2021年6月 E/ｱ

しずかな夏休み キム  ジヒョン 光村教育図書 2021年6月 E/ｷ

カサコソのかくれんぼ ザ  キャビンカンパニー 偕成社 2021年6月 E/ｻﾞ

ジェシカといっしょ ケビン  ヘンクス 徳間書店 2021年6月 E/ﾍ

ムーミントロールと真夏のミステリー トーベ  ヤンソン 他 徳間書店 2021年6月 E/ﾔ

あんなにあんなに ヨシタケ  シンスケ ポプラ社 2021年6月 E/ﾖ

いたいときのおまじない 角野栄子のアコちゃん絵本 よしむら  めぐ 小学館 2021年6月 E/ﾖ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

望郷 ジュリアン・デュヴィヴィエ∥監督 ライブラリーコンテンツサービス 2019年 DVﾖｳ/ﾎﾞｳ

おしりたんてい ２ ププッ  ふめつのせっとうだん トロル∥原作 日本コロムビア 2018年 DVｱﾆ/ｵｼ/2

おしりたんてい ３ ププッ  ブラウンものがたり トロル∥原作 日本コロムビア 2018年 DVｱﾆ/ｵｼ/3

おしりたんてい ４ ププッ  かいとうたいたんてい トロル∥原作 日本コロムビア 2018年 DVｱﾆ/ｵｼ/4

おしりたんてい ５ ププッ  いせきからのＳＯＳ トロル∥原作 日本コロムビア 2019年 DVｱﾆ/ｵｼ/5

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。


