
あたらしく購入した本　 （１１/２７～１２/３） 2021年12月4日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＴＲＡＶＥＬＥＲ’Ｓ  ｎｏｔｅｂｏｏｋ トラベラーズカンパニー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 002.7/ﾄ

  トラベラーズノートオフィシャルガイド

書物と貨幣の五千年史 永田  希 集英社 2021年9月 007.3/ﾅ

心はどこへ消えた？ 東畑  開人 文藝春秋 2021年9月 146.8/ﾄ

土偶手帖 おもしろ土偶と縄文世界遺産 譽田  亜紀子 世界文化社 2021年8月 210.2/ｺ

心震える絶景 一生に一度、目にしたい景色 アニー  グリフィス 経ナショナルジオグラフィック社 2021年9月 290.8/ｸﾞ

２４Ｈ  Ｏｋｉｎａｗａ  ｇｕｉｄｅ 改訂版 横井  直子 朝日新聞出版 2021年9月 291.9/ﾖ

地図でスッと頭に入るヨーロッパ４７カ国 ジョン  タウンゼント∥監修 昭文社 2021年9月 293/ﾁ

ウイグル・香港を殺すもの ジェノサイド国家中国 福島  香織 ワニブックス 2021年9月 302.2/ﾌ

平等バカ 原則平等に縛られる日本社会の異常を問う 池田  清彦 扶桑社 2021年9月 304/ｲ

解剖日本維新の会 大阪発「新型政党」の軌跡 塩田  潮 平凡社 2021年9月 315.1/ｼ

日韓「歴史認識問題」の４０年 誰が元凶か、どう解決するか 西岡  力 草思社 2021年8月 319.1/ﾆ

図解介護保険のしくみと使い方がわかる本 最新版 牛越  博文∥監修 講談社 2021年9月 364.4/ｽﾞ

アメリカンビレッジの夜 基地の町・沖縄に生きる女たち アケミ  ジョンソン 紀伊國屋書店 2021年9月 367.2/ジ

イラストですぐわかる！息子のトリセツ 黒川  伊保子 扶桑社 2021年8月 367.3/ｸ

８０５０親の「傾聴」が子どもを救う 子どもの声に耳を傾けていますか？ 最上  悠 マキノ出版 2021年9月 367.7/ﾓ

家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像 インベ  カヲリ★ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 368.6/ｲ

ことばの遅れが気になるなら 接し方で子どもは変わる 古荘  純一∥監修 講談社 2021年8月 378.5/ｺ

つぶさない子育て どんな時代でも幸せをつかめる大人にする 高濱  正伸 ＰＨＰ研究所 2021年10月 379.9/ﾀ

素数ほどステキな数はない 素数定理のからくりからゼータ関数まで 小島  寛之 技術評論社 2021年9月 412/ｺ

元素創造 ９３～１１８番元素をつくった科学者たち キット  チャップマン 白揚社 2021年8月 431.1/ﾁ

インド洋日本の気候を支配する謎の大海 蒲生  俊敬 講談社 2021年8月 452.2/ｶﾞ

計算いらず  コレステロール・中性脂肪対策のおいしいレシピ 横手  幸太郎∥監修 学研プラス 2021年10月 493.2/ｹ/ｼｮｸﾘｮｳﾎｳ

  １日の摂取カロリー別に材料の分量を２段階から選べる

新型コロナワクチン本当の「真実」 宮坂  昌之 講談社 2021年8月 493.87/ﾐ

がんと診断されたら自分でできること 角田  亘 主婦の友社 2021年9月 494.5/ｶ

  がん治療を成功させる「術前リハビリ」

だいたい更年期 いつでも不調な私をラクにするヒント 安達  知子　他∥解説 三省堂書店／創英社 2021年9月 495.13/ﾀﾞ

からだ整う薬膳サラダごはん 植木  もも子 新星出版社 2021年10月 498.58/ｳ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

暮らしが本当にラクになる！ベアーズ式家事事典 ベアーズ∥監修 アスコム 2021年7月 590/ｸ

スカーフ、ストール、マフラーの巻き方 １枚あればコーデの幅が広がる！ 鈴木  香穂里∥監修 秀和システム 2021年10月 593.8/ｽ

林ことみのパターンコレクション 林  ことみ 日本ヴォーグ社 2021年10月 594.3/ﾊ

  ５５  Ｃｕｒｉｏｕｓ  Ｋｎｉｔｔｉｎｇ  Ｐａｔｔｅｒｎｓ

ヘアゴム１本でなんとかする むくみもエラ張りもうねりも白髪も 保科  真紀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 595.4/ﾎ

野菜１つで、こんなにおいしい！ 旬の野菜を食べきるレシピ 大庭  英子 ＮＨＫ出版 2021年10月 596.37/ｵ

ぷっくりクッキーとかわいい焼き菓子たち ｍｏｃｈａ  ｍｏｃｈ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 596.65/ﾓ

材料５つでお店みたいなお菓子 吉川  文子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 596.65/ﾖ

生姜屋さんとつくったまいにち生姜レシピ ＧＩＮＧＥＲ  ＦＡＣＴＯＲＹ∥監修 池田書店 2021年9月 596/ｼ/ｵﾚ

「からだ温め」万能だれで免疫力アップごはん 藤井  恵 主婦と生活社 2021年10月 596/ﾌ/ｵﾚ

８０歳、村上祥子さんの元気の秘訣は超かんたんレンチンごはんだった！ 村上  祥子 世界文化ブックス 2021年9月 596/ﾑ

   筋・骨・腸すこやかレシピ

妊娠・出産ガイドＢＯＯＫ 最新決定版 渡邊  理子∥監修 学研プラス 2021年10月 598.3/ﾆ

食虫植物 平野  威∥写真 笠倉出版社 2021年9月 627.5/ﾋ

  不思議な生態と品種の美しさ 栽培の基本がわかる入門ガイド

タクシードライバーぐるぐる日記 内田  正治 三五館 2021年10月 685.5/ｳ

　朝７時から都内を周回中、営収５万円まで帰庫できません

進め！僕の姉ちゃん 益田  ミリ マガジンハウス 2021年10月 726/ﾏ

ご成長ありがとうございます のびざかり編 三本  阪奈 新潮社 2021年2月 726/ﾐ

ご成長ありがとうございます たべざかり編 三本  阪奈 新潮社 2021年9月 726/ﾐ

山川静夫の歌舞伎思い出ばなし 山川  静夫 岩波書店 2021年8月 774/ﾔ

いつも心にタカラヅカ！！ 牧  彩子 平凡社 2021年8月 775.4/ﾏ

  読んで楽しむ宝塚歌劇演目ガイド１２３選

●新着資料リスト●



新ＴＯＫＹＯオリンピック・パラリンピック物語 野地  秩嘉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 780.6/ﾉ

アッと驚く英語の語源 小泉  牧夫 サンマーク出版 2021年8月 832/ｺ

  時空を超えて英単語誕生の秘密に迫る１２０の物語

動乱の蔭に 川島芳子自伝 川島  芳子 中央公論新社 2021年9月 B289/ｱ
(本名：愛新覺羅顯㺭)

民王（たみおう） シベリアの陰謀 池井戸  潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 F/ｲｹ/2

涅槃 上 垣根  涼介 朝日新聞出版 2021年9月 F/ｶｷ

涅槃 下 垣根  涼介 朝日新聞出版 2021年9月 F/ｶｷ

雷神 道尾  秀介 新潮社 2021年5月 F/ﾐﾁ

〈児童〉

はかって、へらそうＣＯ２  １．５℃大作戦 はかる編 地球環境戦略研究機関∥監修 さ・え・ら書房 2021年3月 51/ﾊ/1

はかって、へらそうＣＯ２  １．５℃大作戦 へらす編 地球環境戦略研究機関∥監修 さ・え・ら書房 2021年4月 51/ﾊ/2

プンスカジャム くどう  れいん 福音館書店 2021年9月 91/ｸ

ジークメーア 小箱の銀の狼 斉藤  洋 偕成社 2021年9月 91/ｻ

黄色い夏の日 高楼  方子 福音館書店 2021年9月 91/ﾀ

崖の下の魔法使い 吉野  万理子 学研プラス 2021年9月 91/ﾖ

ほんやねこ 石川  えりこ 講談社 2021年10月 E/ｲ

おやすみなさい いもと  ようこ 金の星社 2021年8月 E/ｲ

チコちゃんに叱られる 〔５〕 ちきゅうおんだんかってなに？ オオシカ  ケンイチ 文溪堂 2021年8月 E/ｵ

石ころのスープ トルコのおはなし ゼイネップ  オザタライ 光村教育図書 2021年9月 E/ｵ

ともだちのいろ きくち　ちき 小峰書店 2021年9月 E/ｷ

きょうものはらで エズラ　ジャック　キーツ 好学社 2021年9月 E/ｷ

めんめんレース くわざわ  ゆうこ ほるぷ出版 2021年9月 E/ｸ

カピバラのだるまさんがころんだ 柴田  ケイコ 金の星社 2021年9月 E/ｼ

オノモロンボンガ アフリカ南部のむかしばなし ニコラ  トレーヴ 光村教育図書 2021年9月 E/ﾄ

チリとチリリ　よるのはなし どい　かや アリス館 2021年9月 E/ﾄﾞ

おちばのねどこでおやすみなさい マルク  ブタヴァン ほるぷ出版 2021年9月 E/ﾌﾞ

アニメおさるのジョージ  クリスマスまであとなんにち？ マーガレット  レイ∥原作 金の星社 2021年9月 E/ﾚ

〈高千帆分館〉

氷の鎖 久和間  拓 双葉社 2021年9月 F/ｸﾜ

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



あたらしく購入した本　 （１２/４～１２/１０） 2021年12月11日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ブックフェスタ 本の磁力で地域を変える 礒井  純充　他 まちライブラリー 2021年9月 016.2/ｲ

美しいお経 寂聴精撰 瀬戸内  寂聴 中央公論新社 2021年10月 188.4/ｾ

「義経」愚将論 源平合戦に見る失敗の本質 海上  知明 徳間書店 2021年10月 210.3/ｳ

戦争・記憶 沖縄戦と集団自決 亀山  亮 青土社 2021年9月 210.7/ｶ

行っておきたい関西・幕末維新の史跡５０選 木村  幸比古 淡交社 2021年10月 291.6/ｷ

コロナ制圧 その先の盛衰 梅屋  真一郎 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2021年9月 304/ｳ

アホか。 百田  尚樹 新潮社 2021年9月 304/ﾋ

戦争と平和ブックガイド ２１世紀の国際政治を考える 小田桐  確 ナカニシヤ出版 2021年9月 319.8/ｵ

違法捜査と冤罪 捜査官！その行為は違法です。 木谷  明 日本評論社 2021年10月 327.6/ｷ

生き抜くためのメディア読解 小林  真大 笠間書院 2021年9月 361.4/ｺ

世論調査の真実 鈴木  督久 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2021年9月 361.4/ｽ

道路を渡れない老人たち 神戸  利文　他 アスコム 2021年9月 369.2/ｶ

  リハビリ難民２００万人を見捨てる日本。「寝たきり老人」はこうしてつくられる

月のこよみ ２０２２ 相馬  充∥監修 誠文堂新光社 2021年10月 446/ﾂ/22

すばらしい人体 あなたの体をめぐる知的冒険 山本  健人 ダイヤモンド社 2021年8月 491.3/ﾔ

病院・医療のしくみ イラスト図解 そこが知りたい！ 木村  憲洋∥監修 朝日新聞出版 2021年9月 498.16/ﾋﾞ

死体格差 異状死１７万人の衝撃 山田  敏弘 新潮社 2021年9月 498.91/ﾔ

発酵食品の歴史 ビール、パン、ヨーグルトから最新科学まで クリスティーン  ボームガースバー 原書房 2021年9月 588.5/ﾎﾞ

かぎ針で編むクリスマス雑貨 アップルミンツ（Ｅ＆Ｇクリエイツ） 2021年11月 594.3/ｶ/ﾐﾄﾞ

おいしいロシア おかわり シベリカ子 イースト・プレス 2021年9月 596/ｼ/2

刺身パックでさかなつまみ ひとりぶん、ふたりぶん 栗原  友 プレジデント社 2021年10月 596.35/ｸ

ムラヨシフルーツパーラー 手軽な材料でつくる果物のお菓子 ムラヨシ  マサユキ ＮＨＫ出版 2021年9月 596.65/ﾑ

すいすい離乳食 ４８  Ｂａｂｙ  ｆｏｏｄ  Ｒｅｃｉｐｅｓ 熊谷  しのぶ 北海道新聞社 2021年9月 599.3/ｸ

国産アボカド栽培入門 人気上昇中！ 東  愛理 イカロス出版 2021年10月 625.8/ﾋ

岳 完全版 ＶＯＬＵＭＥ７ 石塚  真一 小学館 2021年5月 726/ｲ/7

いろいろ 上白石  萌音 ＮＨＫ出版 2021年9月 778.2/ｶ

かこさとしの手作り紙芝居と私 原点はセツルメント時代 長野  ヒデ子 石風社 2021年9月 779.8/ｶ

最後の一年 緊急事態宣言－学生アスリートたちの闘い 毎日新聞運動部 毎日新聞出版 2021年10月 780.2/ﾏ

大谷翔平２０２１年シーズン全本塁打徹底分析 福島  良一∥監修 宝島社 2021年11月 783.7/ｵ

スポーツ記者が見た大谷翔平  栄光の軌跡 ロングランドジェイ 2021年11月 783.7/ｵ
  米国を熱狂の渦に巻き込んだショーヘイ・オオタニの証言録 メジャー・リーグの歴史を塗り替えた日本人

プロ野球ヒストリー大事典 １９３４－２０２１ 長谷川  晶一 朝日新聞出版 2021年9月 783.7/ﾊ

彼方への挑戦 松山  英樹 徳間書店 2021年8月 783.8/ﾏ

焚火読本 自然界で熱源を得るためのテクニック集 笠倉出版社 2021年11月 786/ﾀ

コロナ時代の英会話 旅行・生活で使えるリアルフレーズ 上田  麻鈴 イカロス出版 2021年10月 837.8/ｳ

光吉夏弥  戦後絵本の源流 澤田  精一 岩波書店 2021年10月 909/ｻ

ねむりたりない 櫻井  朋子 書肆侃侃房 2021年10月 911.1/ｻ

なりきり訳  枕草子 平安の衣食住を知れば古典がわかる 清少納言 淡交社 2021年9月 914.3/ｾ

歴史というもの 井上  靖 中央公論新社 2021年10月 914.6/ｲ

九十歳 わたしの暮らしかた 曽野  綾子 興陽館 2021年10月 914.6/ｿ

ユドルフォ城の怪奇 下 アン  ラドクリフ 作品社 2021年9月 933.6/ﾗ

東京ゴースト・シティ バリー  ユアグロー 新潮社 2021年9月 933.7/ﾕ

相棒 ｓｅａｓｏｎ１９上 輿水  泰弘　他∥脚本 朝日新聞出版 2021年10月 B F/ｺｼ/19

イチョウ  奇跡の２億年史 ピーター  クレイン 河出書房新社 2021年10月 B478/ｸ

「世間」心得帖 嵐山  光三郎 筑摩書房 2021年10月 B914/ｱ

町かどの穴 Ｒ  Ａ  ラファティ 早川書房 2021年10月 B933/ﾗ

星夜航行 上巻 飯嶋  和一 新潮社 2021年10月 BF/ｲｲ

星夜航行 下巻 飯嶋  和一 新潮社 2021年10月 BF/ｲｲ

酔いどれ鳶（とんび） 江戸人情短編傑作選 宇江佐  真理 朝日新聞出版 2021年10月 BF/ｳｴ

金の穽（おとしあな） 日雇い浪人生活録 １２ 上田  秀人 角川春樹事務所 2021年11月 BF/ｳｴ/12

陰の人 吉原裏同心 ３６ 佐伯  泰英 光文社 2021年10月 BF/ｻｴ/36

雲雀の太刀 公家武者信平 １１ 佐々木  裕一 講談社 2021年10月 BF/ｻｻ

●新着資料リスト●



舞風のごとく 「小舞藩」シリーズ あさの  あつこ 文藝春秋 2021年10月 F/ｱｻ

おまえなんかに会いたくない 乾  ルカ 中央公論新社 2021年9月 F/ｲﾇ

播磨国妖綺譚 上田  早夕里 文藝春秋 2021年9月 F/ｳｴ

あの春がゆきこの夏がきて 乙川  優三郎 徳間書店 2021年10月 F/ｵﾄ

山のふもとのブレイクタイム 髙森  美由紀 中央公論新社 2021年9月 F/ﾀｶ

灼熱 葉真中  顕 新潮社 2021年9月 F/ﾊﾏ

居酒屋「一服亭」の四季 東川  篤哉 講談社 2021年9月 F/ﾋｶﾞ

カミサマはそういない 深緑  野分 集英社 2021年9月 F/ﾌｶ

星を掬う（すくう） 町田  そのこ 中央公論新社 2021年10月 F/ﾏﾁ

子のない夫婦とネコ 群  ようこ 幻冬舎 2021年9月 F/ﾑﾚ

ミカエルの鼓動 柚月  裕子 文藝春秋 2021年10月 F/ﾕｽﾞ

〈ティーンズ〉

君と漕ぐ ４ ながとろ高校カヌー部の栄光 武田  綾乃 新潮社 2021年9月 SBF/ﾀｹ/4

〈児童〉

きみの体は何者か なぜ思い通りにならないのか？ 伊藤  亜紗 筑摩書房 2021年9月 14/ｲ

小早川秀秋 静霞  薫∥原作 ポプラ社 2021年9月 28/ｺ

Ｏｈ！金（オーかね） １ お金の役割や歴史を知ろう！ あんびる  えつこ∥監修 フレーベル館 2021年9月 33/ｵ/1

まるごとわかる！海の科学大図鑑 河出書房新社 2021年10月 45/ﾏ

仲間と暮らすニホンザル たより、たよられ、生きてます。 福田  幸広∥写真 文一総合出版 2021年9月 48/ﾌ

ＳＤＧｓ入門 未来を変えるみんなのために 蟹江  憲史 岩波書店 2021年9月 51/ｶ

「はやぶさ２」のはるかな旅 史上初の挑戦とチームワーク 的川  泰宣∥監修 小学館 2021年10月 53/ﾊ

ドラえもん探究ワールド  食料とおいしさの未来 藤子  Ｆ  不二雄∥まんが 小学館 2021年9月 61/ﾌ

なんで英語、勉強すんの？ 鳥飼  玖美子 岩波書店 2021年9月 83/ﾄ

キダマッチ先生！ ６ 先生ヘソを曲げる 今井  恭子 ＢＬ出版 2021年9月 91/ｲ/6

神在月のこども 映画ノベライズ 時海  結以 講談社 2021年9月 91/ﾄ

世界を変えたキャンプ マジック・ツリーハウス ４９ メアリー  ポープ  オズボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 93/ｵ/49

あくたれラルフ  おなかをこわす ジャック  ガントス 大日本図書 2021年9月 93/ｶﾞ

あくたれラルフ  コンテストにでる ジャック  ガントス 大日本図書 2021年9月 93/ｶﾞ

れいとうこのそこのおく うえだ  しげこ 教育画劇 2021年10月 E/ｳ

ばあばにえがおをとどけてあげる イザベル  フォラス 評論社 2021年9月 E/ﾌ

ねんねんころりん ふじもと  のりこ 世界文化ワンダークリエイト 2021年10月 E/ﾌ

バーナバスのだいだっそう ファン  ブラザーズ 学研プラス 2021年10月 E/ﾌ

おかあさんごめんなさい みやにし  たつや 金の星社 2021年9月 E/ﾐ

チリンでんしゃ 村田  エミコ 福音館書店 2021年10月 E/ﾑ

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



あたらしく購入した本　 （１２/１１～１２/１７） 2021年12月18日作成

◇中央図書館

〈一般〉

眺めるだけでワクワクできる彩る手帳アレンジ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 002.7/ﾅ

　ＳＮＳで人気の文具好き２４人のかわいく飾るテクニック！

精神科医・香山リカのわかりみが深いココロの話 香山  リカ 白夜書房 2021年9月 159/ｶ

　ラク～に生きたいアナタへの人生相談

イラストで読む新約聖書の物語と絵画 杉全  美帆子 河出書房新社 2021年10月 193.5/ｽ

世界の海賊　海を愛した無法者たちの夢 ジェイミー  グッダール 日経ＢＰマーケティング 2021年11月 209/ｸﾞ

世界遺産になった！縄文遺跡 岡田  康博∥編 同成社 2021年9月 210.2/ｵ

鎌倉殿と執権北条氏の歴史 福田  智弘∥監修 メディアソフト 2021年12月 210.4/ｶ

　源平合戦から幕府内乱、承久の乱まで、激動の時代が全てわかる！

鎌倉殿と執権北条氏　義時はいかに朝廷を乗り越えたか 坂井  孝一 ＮＨＫ出版 2021年9月 210.4/ｻ

地図と写真でみる半藤一利昭和史１９２６－１９４５ 地理情報開発∥編 平凡社 2021年10月 210.7/ﾁ

女性皇族の結婚とは何か 工藤  美代子 毎日新聞出版 2021年9月 288.4/ｸ

ヒトラー　虚像の独裁者 芝  健介 岩波書店 2021年9月 289.3/ﾋ

池上彰の世界の見方　中国 池上  彰 小学館 2021年10月 302/ｲ

無理ゲー社会 橘  玲 小学館 2021年8月 304/ﾀ

立花隆最後に語り伝えたいこと 立花  隆 中央公論新社 2021年8月 304/ﾀ

　大江健三郎との対話と長崎大学の講演

くらしのアナキズム 松村  圭一郎 ミシマ社 2021年9月 309.7/ﾏ

権力は腐敗する 前川  喜平 毎日新聞出版 2021年9月 312.1/ﾏ

時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか？国会議員に聞いてみた。 和田  靜香 右左社 2021年9月 312.1/ﾜ 

図解まるわかりＤＸのしくみ 西村  泰洋 翔泳社 2021年10月 336.1/ﾆ

家族間殺人 阿部  恭子 幻冬舎 2021年9月 368.6/ｱ

トットちゃんと訪ねた子どもたち　撮り続けて三十五年 フォトエッセイ 田沼  武能 岩波書店 2021年10月 369.4/ﾀ

子ども介護者　ヤングケアラーの現実と社会の壁 濱島  淑惠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 369/ﾊ

ルソー  エミール 永見  文雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年8月 371.2/ﾅ

中学卒・高校転編入からの進学　 学びリンク 2021年9月 376.8/ﾁ

　高卒資格・転編入・高認のための学校選び ２０２２

親が子供に教える一生お金に苦労しない１２の方法 荻原  博子 中央公論新社 2021年9月 379.9/ｵ

誰も教えてくれなかったお葬式の極意 木部  克彦 言視舎 2021年9月 385.6/ｷ

もっと！「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内  えみ ダイヤモンド社 2021年9月 385.9/ｽ

文系のためのめっちゃやさしい物理 松尾  泰∥監修 ニュートンプレス 2021年10月 420/ﾌﾞ

　理科が苦手な人でも、どんどん楽しく読める！ 知識ゼロから読めちゃう超入門書！

６つの物語でたどるビッグバンから地球外生命まで マシュー  マルカン（他）∥編 日本評論社 2021年10月 440/ﾏ

　現代天文学の到達点を語る

「しなくていいこと」を決めると、人生が一気にラクになる 本田  秀夫 ダイヤモンド社 2021年9月 493.76/ﾎ

　精神科医が教える「生きづらさ」を減らすコツ

「グローバル・サンシャイン計画」で防ぐ劇症型地球温暖化 本田  幸雄 幻冬舎 2021年5月 543.8/ﾎ

捨てられない服がよみがえる！リフォームの魔法 檀  正也 講談社 2021年9月 593.3/ﾀﾞ

４つのソースでごちそうレシピ 上田  淳子 学研プラス 2021年10月 596/ｳ/ｵﾚ

みんなのきょうの料理「健康キッチン」日本の食材ベストレシピ１００ 主婦と生活社 2021年10月 596/ﾐ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

東京ディズニーリゾート完全ガイド ２０２１－２０２２ 講談社 2021年5月 689.5/ﾄ/21

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内  有緒 集英社 2021年9月 707.9/ｶ

ペリリュー  楽園のゲルニカ ８ 武田  一義 白泉社 2020年2月 726/ﾀ/8

ペリリュー  楽園のゲルニカ ９ 武田  一義 白泉社 2020年8月 726/ﾀ/9

ペリリュー  楽園のゲルニカ １０ 武田  一義 白泉社 2021年2月 726/ﾀ/10

ペリリュー  楽園のゲルニカ １１ 武田  一義 白泉社 2021年8月 726/ﾀ/11

かこさとしと紙芝居　創作の原点 かこ  さとし（他） 童心社 2021年8月 779.8/ｶ

イチロー実録２００１－２０１９ 小西  慶三 文藝春秋 2021年10月 783.7/ｲ

都々逸っていいなあ 小野  桂之介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 911.6/ｵ/ﾐｽﾞ

妄想浪費 小山  薫堂 光文社 2021年10月 914.6/ｺ

アイアム精神疾患フルコース 瀧本  容子 彩図社 2021年11月 916/ﾀ

ウォーターダンサー タナハシ  コーツ 新潮社 2021年9月 933.7/ｺ

●新着資料リスト●



月曜日の抹茶カフェ 青山  美智子 宝島社 2021年9月 F/ｱｵ

鬼人幻燈抄　大正編 中西  モトオ 双葉社 2021年10月 F/ﾅｶ

夜が明ける 西  加奈子 新潮社 2021年10月 F/ﾆｼ

燃える息 パリュスあや子 講談社 2021年9月 F/ﾊﾟﾘ

ばにらさま 山本  文緒 文藝春秋 2021年9月 F/ﾔﾏ

月夜の羊　紅雲町珈琲屋こよみ ９ 吉永  南央 文藝春秋 2021年10月 F/ﾖｼ

〈児童〉

魔女のマジョランさん　世界一まずいクッキーのひみつ 石井  睦美 ポプラ社 2021年10月 91/ｲ

６年１組黒魔女さんが通る！！ １５ 石崎  洋司 講談社 2021年10月 91/ｲ/15

　黒魔女さんと受験の神さま

かせいじんのおねがい いとう  ひろし 童心社 2021年10月 91/ｲ

そらとうみとぐうちゃんと　きみたちのぼうけん 椎名  誠 光村図書出版 2021年10月 91/ｼ

絶体絶命ゲーム 人形館の呪いを解け！？ １０ 藤  ダリオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 91/ﾌ/10

チイの花たば 森  絵都 岩﨑書店 2021年10月 91/ﾓ

チョコレートタッチ パトリック  スキーン  キャトリング 文研出版 2021年10月 93/ｷ

マラマンダー　イアリーの魔物　１ トーマス  テイラー 小学館 2021年10月 93/ﾃ

オンボロやしきの人形たち フランシス  ホジソン  バーネット 徳間書店 2021年10月 93/ﾊﾞ

ぶんぶくちゃがま 馬場  のぼる∥絵 童心社 2021年11月 C/ﾑｶｼﾊﾞﾅｼ

よあけ あべ  弘士 偕成社 2021年10月 E/ｱ

たまごのえほん［大型絵本］ いしかわ  こうじ∥作　絵 童心社 2021年10月 E/ｲ

のりものいっぱい 浦中  こういち クレヨンハウス 2021年9月 E/ｳ

ぎんいろのねこ えがしら  みちこ 金の星社 2021年9月 E/ｴ

オリーとおちばのまほう ニコラ  キルン 化学同人 2021年10月 E/ｷ

３人のパパと３つのはなたば クク  チスン ブロンズ新社 2021年10月 E/ｸ

ありがとうのうたをうたえば エミリー  グラヴェット 小学館 2021年10月 E/ｸﾞ

ピッキのクリスマス 小西  英子 福音館書店 2021年10月 E/ｺ

つきのばんにん ゾシエンカ 小学館 2021年9月 E/ｿﾞ

ぶうとぴょんのまほうのつえ 多田  ヒロシ こぐま社 2021年10月 E/ﾀ

おすしがすきすぎて 田中  六大 学研プラス 2021年10月 E/ﾀ

ぶくぶくざばあ 田中  六大 講談社 2021年10月 E/ﾀ

すうがくでせかいをみるの ミゲル  タンコ ほるぷ出版 2021年9月 E/ﾀ

パイロットマイルズ ジョン  バーニンガム（他） ＢＬ出版 2021年9月 E/ﾊﾞ

わたしたち パロマ  バルディビア 岩﨑書店 2021年9月 E/ﾊﾞ

のりものクッキー 彦坂  有紀（他） 講談社 2021年10月 E/ﾋ

さわってたのしいレリーフブック  さかな　 村山  純子 小学館 2021年9月 E/ﾑ

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



あたらしく購入した本　 （１２/１８～１２／２４） 2021年12月25日作成

◇中央図書館

〈一般〉

デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた＋隠しかた 伊勢田　篤史　他 日本加除出版 2021年10月 007.6/ｲ

  身内が亡くなったときのスマホ・パソコン・ＳＮＳ

  ・ネット証券・暗号資産等への対応や、デジタル終活がわかる本

子ども司書のすすめ アンドリュー  デュアー 日本図書館協会 2021年10月 016.2/ﾃﾞ

何でもないことで心が疲れる人のための本 榎本　博明 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2021年10月 141.9/ｴ

  「隠れ内向」とつきあう心理学

関所で読みとく日本史 河合　敦 河出書房新社 2021年10月 210.1/ｶ

ハイジャック犯をたずねて スリランカの英雄たち 和田　朋之 彩流社 2021年9月 225.9/ﾜ

ガラシャ つくられた「戦国のヒロイン」像 山田　貴司 平凡社 2021年10月 289.1/ﾎ

ジェノサイド国家  中国の真実 于田  ケリム　他 文藝春秋 2021年10月 316.8/ｳ

女性たちで子を産み育てるということ 精子提供による家族づくり 牟田  和恵　他 白澤社 2021年10月 367.1/ﾑ

ノーベル文学賞が消えた日 スウェーデンの＃ＭｅＴｏｏ運動、女性たちの闘い マティルダ  ヴォス  グスタヴソン 平凡社 2021年9月 367.2/ｸﾞ

  スウェーデンの＃ＭｅＴｏｏ運動、女性たちの闘い

おうち避難のためのマンガ防災図鑑 草野　かおる 飛鳥新社 2021年9月 369.3/ｸ

陸上自衛隊「職種」で見る任務と能力 ホビージャパン 2021年10月 396.2/ﾘ

ジェンダーと脳 性別を超える脳の多様性 ダフナ　ジョエル　他 紀伊国屋書店 2021年9月 491.3/ｼﾞ

リンパ浮腫に悩んだらすぐに読みたい本 辻　哲也　他∥監修 女子栄養大学出版部 2021年10月 493.29/ﾘ

  専門家と患者がいっしょに作った あなたに合う

  運動・食事・セルフケアがわかる！

ひざ痛変形性膝関節症 靴を変えればもう痛くない！ 内田　俊彦 河出書房新社 2021年10月 494.77/ｳ

図解  最新医学で治すアトピー 大塚　敦司　他∥監修 河出書房新社 2021年10月 494.8/ｽﾞ

  専門医が教える、成人から乳児までのケア

はじめての不妊治療 体外受精と検査 森本  義晴∥監修 主婦の友社 2021年11月 495.48/ﾊ

  「妊娠率」を高める体づくりを完全サポートします

藤井恵の毎日大豆 藤井　恵 主婦の友社 2021年11月 596.37/ﾌ

  蒸しゆで大豆＆大豆氷で体を守る、いたわる、スッキリ

腸活  オートミール弁当 工藤　あき∥監修 池田書店 2021年10月 596.4/ﾁ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

つくおきの“悩まない”おかず ｎｏｚｏｍｉ 光文社 2021年10月 596/ﾉ/ｵﾚ

藤井ちゃんこ ５つの鍋の素で、毎日食べてもまた食べたい！ 藤井　恵 学研プラス 2021年10月 596/ﾌ/ｵﾚ

赤ちゃんもママもうれしい幸せな出産 藤原  紹生 主婦の友社 2021年11月 598.3/ﾌ

プチ多肉の寄せ植えアイデア帖 はじめてでもかわいく作れる！ 平野　純子 講談社 2021年10月 627.7/ﾋ

清水寺のみほとけ 参拝ガイド 英訳付 根立　研介∥編 東京美術 2021年10月 702.1/ﾈ

柳宗悦（やなぎ  むねよし） 民藝  美しさをもとめて 日本民藝館∥監修 平凡社 2021年11月 750.2/ﾔ

１００年後も伝えたい縁起のいい伝統折り紙 小林　一夫 日東書院本社 2021年9月 754.9/ｺ/ｵﾘｶﾞﾐ

できる  ゼロからはじめるパソコン音楽制作超入門 ３訂版 侘美  秀俊 リットーミュージック 2021年10月 763.9/ﾀ

不器用なまま、踊りきれ。超訳  立川談志 立川  談慶 サンマーク出版 2021年10月 779.1/ﾀ

主人公思考 坂上  陽三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 798.5/ｻ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

常識として知っておきたい日本語ノート 齋藤  孝 青春出版社 2021年9月 810.4/ｻ

カステーラのような明るい夜 尾形亀之助詩集 尾形　亀之助 七月堂 2021年10月 911.5/ｵ/ｸﾛ

父のビスコ 平松　洋子 小学館 2021年10月 914.6/ﾋ

水俣  天地への祈り 田口　ランディ 河出書房新社 2021年9月 916/ﾀ

三日月 ラビンドラナート  タゴール 未知谷 2021年10月 929.8/ﾀ

狐色のマフラー 杉原爽香〈４８歳の冬〉 赤川  次郎 光文社 2021年9月 BF/ｱｶ

新・浪人若さま新見左近 鬼のお犬様 ８ 佐々木  裕一 双葉社 2021年11月 BF/ｻｻ/8

就活ザムライの大誤算 安藤　祐介 光文社 2021年10月 F/ｱﾝ

秋のカテドラル 遠藤周作初期短篇集 遠藤　周作 河出書房新社 2021年10月 F/ｴﾝ

君の顔では泣けない 君嶋　彼方 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 F/ｷﾐ

ブルース  Ｒｅｄ 桜木  紫乃 文藝春秋 2021年9月 F/ｻｸ

かぞえきれない星の、その次の星 重松　清 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 F/ｼｹﾞ

●新着資料リスト●



闇祓（やみはら） 辻村  深月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 F/ﾂｼﾞ

トリカゴ 辻堂  ゆめ 東京創元社 2021年9月 F/ﾂｼﾞ

レインメーカー 真山  仁 幻冬舎 2021年10月 F/ﾏﾔ

残照の頂  続 山女日記 湊　かなえ 幻冬舎 2021年11月 F/ﾐﾅ/2

救国ゲーム 結城　真一郎 新潮社 2021年10月 F/ﾕｳ

〈ティーンズ〉

交換ウソ日記 ３ 櫻　いいよ スターツ出版 2021年10月 SBF/ｻｸ/3

むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳  碧人 双葉社 2021年10月 SF/ｱｵ

雨上がり、君が映す空はきっと美しい 汐見　夏衛 スターツ出版 2021年10月 SF/ｼｵ

〈児童〉

大統領の大事典 関　眞興∥監修 くもん出版 2021年10月 31/ﾀﾞ

ナナフシのからだ  どうしてながいの？ １１種のながーい虫に会いにいこう かんちく  たかこ 文一総合出版 2021年10月 48/ｶ

  １１種のながーい虫に会いにいこう

自然を再生させたイエローストーンのオオカミたち キャサリン  バー 化学同人 2021年10月 48/ﾊﾞ

雑木林の２０年 瀬長  剛 偕成社 2021年11月 65/ｾ

あっしはもしもし湾にすむカメ次郎ともうします 岩佐  めぐみ 偕成社 2021年10月 91/ｲ

北守将軍と三人兄弟の医者 宮沢  賢治 三起商行 2021年10月 91/ﾐ

シグナルとシグナレス 宮沢  賢治 三起商行 2021年10月 91/ﾐ

いもほりチャンピオン 岡本  よしろう 童心社 2021年11月 C 

どーも あだち　のりふみ クレヨンハウス 2021年11月 E/ｱ

のぞいてみようクリスマス エマ  アレン 大日本絵画 2021年 E/ｱ

あかいてぶくろ 岡田　千晶 小峰書店 2021年10月 E/ｵ

ゆすってごらん  りんごの木 ふってまわしてあそぶえほん ニコ  シュテルンバウム サンマーク出版 2021年10月 E/ｼ

うちにパンダがいるよ 高畠　純 偕成社 2021年11月 E/ﾀ

らいおんレストラン 土屋　富士夫 アリス館 2021年10月 E/ﾂ

バスがきたよ 藤本　ともひこ ニコモ 2021年10月 E/ﾌ

ちちんぷいぷい 堀内　誠一 くもん出版 2021年10月 E/ﾎ

じゅんばんなんてきにしない テリー　ミルン BL出版 2021年10月 E/ﾐ

もみのきむらのクリスマス ファビアン  ユクト  ランベール ほるぷ出版 2021年10月 E/ﾕ

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


