
あたらしく購入した本　 （５/１～５/１４） 2021年5月15日作成

◇中央図書館

〈一般〉

毒親の日本史 大塚  ひかり 新潮社 2021年3月 210.1/ｵ

るるぶ浜松  浜名湖  三河 ’２２ ＪＴＢパブリッシング 2021年4月 291.5/ﾙ/22

るるぶ滋賀  びわ湖 長浜  彦根 ’２２ ＪＴＢパブリッシング 2021年4月 291.6/ﾙ/22

広島・宮島 尾道・呉・しまなみ海道 ’２２ 昭文社 2021年4月 291.7/ﾋ/22

るるぶ  こどもとあそぼ！九州 〔２０２１〕最新版 ＪＴＢパブリッシング 2021年4月 291.9/ﾙ

常宿にしたい温泉宿 ２０２１年版 旅行読売出版社 2021年3月 291/ｼﾞ/21

プライバシーという権利 個人情報はなぜ守られるべきか 宮下  紘 岩波書店 2021年2月 316.1/ﾐ

ミスしない大百科 “気をつけてもなくならない”ミスをなくす科学的な方法 飯野  謙次　他 Ｂクリエイティブ 2021年3月 336.2/ｲ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

伝え方の作法 どんな相手からも一目置かれる６３の心得 池上  彰　他 ＳＢクリエイティブ 2021年3月 336.4/ｲ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

高速ＰＤＣＡ見るだけノート 川原  慎也∥監修 宝島社 2021年3月 336/ｺ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

  短時間で劇的な成果を上げるスピード仕事術がゼロから身につく！

世界の日本人ジョーク集 令和編 早坂  隆 中央公論新社 2021年3月 361.4/ﾊ

狙われる１８歳！？ 消費者被害から身を守る１８のＱ＆Ａ 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会∥著 岩波書店 2021年3月 365/ﾆ

女性差別はどう作られてきたか 中村  敏子 集英社 2021年1月 367.2/ﾅ

親をおりる 「ひきこもり」支援の現場から 明石  紀久男 彩流社 2021年3月 367.6/ｱ

キツネ目 グリコ森永事件全真相 岩瀬  達哉 講談社 2021年3月 368.6/ｲ

子どもの命と未来を守る！「防災」新常識 パパ、ママができる！！ 奥村  奈津美 辰巳出版 2021年3月 369.3/ｵ

  水害・地震への備え

キャンプ×防災のプロが教える新時代の防災術 寒川  一∥監修 学研プラス 2021年3月 369.3/ｷ

  アウトドアのスキルと道具で家族と仲間を守る！

災害列島・日本 ３．１１写真記録委員会∥編 扶桑社 2021年3月 369.3/ｻ

  ４９人の写真家が伝える“地球異変”の記録

災害特派員 三浦  英之 朝日新聞出版 2021年2月 369.3/ﾐ

ＳＤＧｓ時代の国際協力 アジアで共に学校をつくる 西村  幹子　他 岩波書店 2021年2月 372.2/ﾆ

モンテッソーリ式おうち子育て 自己肯定感が育つ遊び方、学び方 エロイーズ  リックマン ダイヤモンド社 2021年3月 379.9/ﾘ

地球に月が２つあったころ エリック  アスフォーグ 柏書房 2021年1月 445/ｱ

ＷＨＡＴ  ＩＳ  ＬＩＦＥ？ 生命とは何か ポール  ナース ダイヤモンド社 2021年3月 461/ﾅ

大事なことは植物が教えてくれる 稲垣  栄洋 マガジンハウス 2021年3月 470.4/ｲ

心療内科・精神科の薬、やめ方・使い方 石川  憲彦 ジャパンマシニスト社 2021年3月 493.72/ｲ

次なるパンデミックを回避せよ 環境破壊と新興感染症 井田  徹治 岩波書店 2021年2月 493.8/ｲ

新型コロナウイルスワクチンのすべてがわかる本 峰  宗太郎∥監修 宝島社 2021年4月 493.87/ｼ

新型コロナワクチンを打つ前に読む本 森下  竜一 かや書房 2021年3月 493.87/ﾓ

私、清掃の仕事してますけど？ キム  イェジ オーム社 2021年3月 518.5/ｷ

プラスチックごみ問題入門 安心して暮らせる未来のために 栗岡  理子 緑風出版 2021年3月 519/ｸ

図解版リノベとリフォームの、何ができない何ができるの 主婦の友社 2021年3月 527/ｽﾞ

  すべてがわかる本

福島第一原発事故の「真実」 ＮＨＫメルトダウン取材班 講談社 2021年2月 543.5/ｴ
原発亡国論 ３・１１と東京電力と私 木村  俊雄 駒草出版 2021年3月 543.5/ｷ

文房具 翔泳社 2021年3月 589.7/ﾌﾞ

主婦業９割削減宣言 唐仁原  けいこ 中央公論新社 2021年3月 590/ﾄ

家族の味 平野  レミ ポプラ社 2021年3月 596/ﾋ

中国オンラインビジネスモデル図鑑 王  沁 かんき出版 2021年3月 672.2/ｵ

ぞっこん！愛しの名列車 櫻井  寛 天夢人 2021年3月 686.2/ｻ

認知症になった蛭子さん 介護する家族の心が楽になる本 蛭子  能収 光文社 2021年5月 726.1/ｴ

姫ばあちゃんとナイト 佐倉  イサミ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年4月 726/ｻ

吉永小百合  私の生き方 築山  卓観 講談社 2020年11月 778.2/ﾖ

基本文型が身につく！中国語音読 金子  真生 ナツメ社 2021年3月 821.1/ｶ

大伴旅人 鉄野  昌弘 吉川弘文館 2021年3月 911.1/ｵ

噓かまことか 平岩  弓枝 文藝春秋 2021年3月 914.6/ﾋ

クララとお日さま カズオ  イシグロ 早川書房 2021年3月 933.7/ｲ

エデュケーション 大学は私の人生を変えた タラ  ウェストーバー 早川書房 2020年11月 936/ｳ

グリーンピースの秘密 小川  糸 幻冬舎 2021年2月 B914/ｵ

●新着資料リスト●



覇王の神殿（ごうどの） 日本を造った男・蘇我馬子 伊東  潤 潮出版社 2021年3月 F/ｲﾄ

ヘーゼルの密書 Ｔｈｅ  Ｐｅａｃｅ  Ｆｅｅｌｅｒｓ 上田  早夕里 光文社 2021年1月 F/ｳｴ

小さな神たちの祭り 内館  牧子 潮出版社 2021年3月 F/ｳﾁ

母影（おもかげ） 尾崎  世界観 新潮社 2021年1月 F/ｵｻﾞ

小説アノニマス 警視庁指殺人対策室 西条  みつとし 光文社 2021年3月 F/ｻｲ

どの口が愛を語るんだ 東山  彰良 講談社 2021年3月 F/ﾋｶﾞ

血も涙もある 山田  詠美 新潮社 2021年2月 F/ﾔﾏ

〈ティーンズ〉

旅する５４字の物語 超短編小説で読む４７都道府県 氏田  雄介∥編著 ＰＨＰ研究所 2021年3月 SF/ｳｼﾞ

５分後に意外な結末Ｑ  パズルにも青春にも答えはある 桃戸  ハル　他 学研プラス 2021年3月 SF/ﾓﾓ

〈児童〉

ニッポン第１号ものがたり 楠木  誠一郎 講談社 2021年2月 21/ｸ

北里柴三郎 伝染病とたたかった不屈の細菌学者 たから  しげる あかね書房 2021年3月 28/ｷ

日本地理データ年鑑 ２０２１ 松田  博康∥監修 小峰書店 2021年3月 29/ﾆ/21

調べる学習子ども年鑑 ２０２１ 朝日小学生新聞∥監修 岩崎書店 2021年3月 30/ｼ/21

ニュース年鑑 ２０２１ 池上  彰∥監修 ポプラ社 2021年3月 30/ﾆ/21

ＳＤＧｓのきほん 目標１４  海の豊かさ 稲葉  茂勝 ポプラ社 2021年2月 33/ｲ

ＳＤＧｓのきほん 目標１５  陸の豊かさ 稲葉  茂勝 ポプラ社 2021年2月 33/ｲ

帆船軍艦 リチャード  プラット あすなろ書房 2021年3月 55/ﾌﾟ

ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤  ノリコ 白泉社 2021年3月 91/ｸ

たまごのはなし しおたに  まみこ ブロンズ新社 2021年2月 91/ｼ

ようこそ！へんてこ小学校あたり？はずれ？うらない大集合！ スギヤマ  カナヨ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 91/ｽ

はんぴらり！ １ 妖怪だらけの夏休み 廣嶋  玲子 童心社 2021年3月 91/ﾋ/1

はんぴらり！ ２  秋の宴はおおさわぎ 廣嶋  玲子 童心社 2021年3月 91/ﾋ/2

絶体絶命ゲーム ９ 豪華客船で中学生大会！ 藤  ダリオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 91/ﾌ/9

ねたふりゆうちゃん 阿部  結 白泉社 2021年3月 E/ｱ

かいぞくタコせんちょう 市原  淳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 E/ｲ

ぷっくりえんどうまめ いわさ  ゆうこ 童心社 2021年3月 E/ｲ

しんゆうだけどだいきらい 石山  さやか 岩崎書店 2021年3月 E/ｲ

うさぎのパンやさんのいちにち かこ  さとし 復刊ドットコム 2021年3月 E/ｶ

おじいちゃんのたびじたく ソ  ヨン 小峰書店 2021年2月 E/ｿ

モルモットのちゃもとけだまーず なかや  みわ 金の星社 2021年3月 E/ﾅ

た・ま・ご ケビン  ヘンクス 光村教育図書 2021年2月 E/ﾍ

ママ、もうねるじかんだよ ヴァリ  ミンツィ 光村教育図書 2021年2月 E/ﾐ

アヒルかも！ウサギかも！ エイミー  クラウス  ローゼンタール ほか 光文社 2021年2月 E/ﾛ

〈ＡV〉

ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス フレデリック・ワイズマン∥監督・録音・編集・製作 ポニーキャニオン 2020年 DV016/ﾆ
ミッケルアート  映像版 「路地裏」 １ スプレーアートイグジン∥製作 スプレーアートイグジン 2018年4月 DV493/ﾐ/1

ミッケルアート  映像版 「茶の間」 ２ スプレーアートイグジン∥製作 スプレーアートイグジン 2018年4月 DV493/ﾐ/2

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



あたらしく購入した本　 （５/１５～５/２１） 2021年5月22日作成

◇中央図書館

〈一般〉

幸福論３．０ 価値観が衝突する時代を柔軟に生きる 小川  仁志 方丈社 2021年3月 104/ｵ

ドレミファソラシは虹の七色？ 知られざる「共感覚」の世界 伊藤  浩介 光文社 2021年3月 141.2/ｲ

無心セラピー 辛酸  なめ子 双葉社 2021年3月 147/ｼ

「暮し」のファシズム 戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた 大塚  英志 筑摩書房 2021年3月 210.7/ｵ

白河藩 植村  美洋 現代書館 2021年3月 212.6/ｳ

　奥羽の抑え白河藩。丹羽長重が礎を築き、松平定信の文化遺産が今に伝わる。

紅衛兵とモンゴル人大虐殺 草原の文化大革命 楊  海英 筑摩書房 2021年3月 222/ﾖ

天皇家２５０年の血脈 つげ  のり子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 288.4/ﾂ

菅義偉の正体 森  功 小学館 2021年2月 312.1/ﾓ

条文の読み方 法制執務　第２版 法令用語研究会 有斐閣 2021年3月 320/ﾎ

日本のＳＤＧｓ　それってほんとにサステナブル？ 高橋  真樹 大月書店 2021年3月 331/ﾀ

定年ひとり起業 定年起業を始めるならこの１冊！ 大杉  潤 自由国民社 2021年3月 335/ｵ/ｵﾚ

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ  Ｔｅａｍｓ仕事術 椎野  磨美 技術評論社 2021年4月 336.4/ｼ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

　ニューノーマル時代に心地よく働くための実践知

電話応対これができればＯＫです！ 直井  みずほ∥監修 ナツメ社 2021年3月 336.4/ﾃﾞ/ｸﾛ

２０１１年１２３月 ３・１１瓦礫の中の闘い 菱田  雄介 彩流社 2021年3月 369.3/ﾋ

できるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ  Ｔｅａｍｓ  ｆｏｒ  Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 清水  理史　他 インプレス 2021年3月 375.1/ｼ

　すぐに始めるオンライン授業

タブレットで変わる授業デザイン 西尾  環 小学館 2021年3月 375.1/ﾆ

３～５歳児  育ちをとらえる！あそびと１０の姿 阿部  恵 学研教育みらい 2021年3月 376.1/ｱ

おはなし会で楽しむ手ぶくろ人形 保育と人形の会∥編著 児童図書館研究会 2021年3月 376.1/ﾎ

ツッコミ読み！裏切りの日本昔話 ながた  みかこ 笠間書院 2021年3月 388.1/ﾅ

迷走生活の方法 福岡  伸一 文藝春秋 2021年3月 404/ﾌ

文系のためのめっちゃやさしい超ひも理論 松尾  泰∥監修 ニュートンプレス 2021年3月 429.6/ﾌﾞ

　物理を知らないわたしでも、どんどん楽しく読めちゃう！ 知識ゼロから読めちゃう超入門書！

ウイルスはささやく 武村  政春 春秋社 2021年3月 465.8/ﾀ

　これからの世界を生きるための新ウイルス論

寿命遺伝子 なぜ老いるのか  何が長寿を導くのか 森  望 講談社 2021年3月 467.2/ﾓ

サピエンスの未来 伝説の東大講義 立花  隆 講談社 2021年2月 469.2/ﾀ

あなたにとって最適な「がん治療」がわかる本　各分野の専門医が教える がん情報サイト「オンコロ」 日本実業出版社 2021年3月 494.5/ｶﾞ

Ｚｏｏｍ  目指せ達人基本＆活用術 川上  恭子　他 マイナビ出版 2021年3月 547.4/ｶ

Ｇｏｏｇｌｅ  Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ完全マニュアル 桑名  由美 秀和システム 2021年3月 547.4/ｸ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

まるっと３６５日！自分史上いちばん垢抜ける３色コーデ帖 きりまる 宝島社 2021年4月 593.3/ｷ

手編み大好き！ いちばんわかりやすいニットＢＯＯＫ 学研プラス 2021年3月 594.3/ﾃ/ｱｶ

　２０２１ＳＰＲＩＮＧ  ＆  ＳＵＭＭＥＲ

忙しくても３０分で一汁三菜ごはん ｍａｒｉｋｏ 池田書店 2021年3月 596/ﾏ/ｵﾚ

庭にほしい木と草の本 食べるつかうあそぶ 散歩道でも楽しむ 草木屋 農山漁村文化協会 2021年3月 627.7/ｸ

子どもと楽しむ！東京ディズニーリゾート ２０２１－２０２２ 講談社 2021年3月 689.5/ｺ/21

芸術のよろこび 吉田  秀和 河出書房新社 2021年3月 704/ﾖ

１時間でわかるカラヴァッジョ 宮下  規久朗 宝島社 2021年3月 723.3/ｶ

モネへの招待 瞬間を捉えようとした画家 朝日新聞出版 2021年3月 723.3/ﾓ

３色から始める  描こう！リアル色鉛筆 三上  詩絵 日貿出版社 2021年2月 725.5/ﾐ

ゆうきまさみロングインタビュー　ＷＩＴＨ  Ａ  ＬＩＴＴＬＥ  ＢＩＴ  ＯＦ  ＬＵＣＫ ゆうき  まさみ 小学館 2021年3月 726.1/ﾕ

さよなら、ながいくん。 東京日記 ６ 川上  弘美 平凡社 2021年3月 914.6/ｶ

三人の女たちの抗えない欲望 リサ  タッデオ 早川書房 2021年3月 936/ﾀ

井上ひさしの憲法指南 井上  ひさし 岩波書店 2021年3月 B323/ｲ

かすがい食堂 伽古屋  圭市 小学館 2021年3月 BF/ｶｺ

出女の影 おれは一万石 １６ 千野  隆司 双葉社 2021年3月 BF/ﾁﾉ/16

小隊 砂川  文次 文藝春秋 2021年2月 F/ｽﾅ

●新着資料リスト●



〈児童〉

福島に生きる凛ちゃんの１０年　 豊田  直巳 農山漁村文化協会 2021年2月 36/ﾄ

　家や学校や村もいっぱい変わったけれど

防災のサバイバル クイズでわかる生き残り大作戦！ 朝日新聞出版 2021年3月 36/ﾎﾞ

調べるまとめる発表する  調べ学習パーフェクトガイド 稲葉  茂勝 新日本出版社 2021年2月 37/ｲ

　上手に情報を得るヒントがたくさん

世界のチョウ大図鑑 福田  晴男∥監修・著 国土社 2021年3月 48/ﾌ

つくしちゃんとおねえちゃん いとう  みく 福音館書店 2021年3月 91/ｲ

夢をかなえる未来ノート 本田  有明 ＰＨＰ研究所 2021年3月 91/ﾎ

サンドイッチでんしゃ いりやま  さとし ひさかたチャイルド 2021年2月 E/ｲ

あなたのすてきなところはね えがしら  みちこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 E/ｴ

おかしのずかん 大森  裕子 白泉社 2021年3月 E/ｵ

ありえない！ エリック  カール 偕成社 2021年4月 E/ｶ

きんのおのとぎんのおのとたくさんのおの きしら  まゆこ 教育画劇 2021年3月 E/ｷ

あかちゃんですよ  はいどうぞ 鈴木  智子 アリス館 2021年3月 E/ｽ

めがねがね ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａ ひさかたチャイルド 2021年3月 E/ﾂ

ももんちゃんどこへいくのかな？ とよた  かずひこ 童心社 2021年3月 E/ﾄ

でんしゃとしょかん はせがわ  かこ 文研出版 2021年3月 E/ﾊ

むしゃむしゃたべたらおいしいぞ みやにし  たつや 鈴木出版 2021年3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　 （５/２２～５/２８） 2021年5月29日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ネット中傷駆け込み寺 佐藤  佳弘(他) 武蔵野大学出版会 2021年4月 007.3/ｻ

難しい本をどう読むか 齋藤  孝 草思社 2021年4月 019.1/ｻ

つながり過ぎた世界の先に マルクス  ガブリエル ＰＨＰ研究所 2021年3月 134.9/ｶﾞ

有職故実の世界 平凡社 2021年4月 210/ﾕ

おとなの温泉宿ベストセレクション１００  九州 〔２０２１〕 昭文社 2021年5月 291.9/ｵ

まったく新しい糸島案内 ２０２１ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 291.9/ﾏ/21

東南アジア　サクッとわかるビジネス教養 新星出版社 2021年4月 302.2/ﾄ

在日ウイグル人が明かすウイグル・ジェノサイド　東トルキスタンの真実 ムカイダイス ハート出版 2021年3月 316.8/ﾑ

まるわかり！行政のデジタル化 日経ＢＰマーケティング 2021年3月 317.6/ﾏ

　デジタル庁からスマートシティ、スーパーシティまで

１０代からのＳＤＧｓ いま、わたしたちにできること 原  佐知子 大月書店 2021年4月 331/ﾊ

イーロン・マスクの未来地図　世界で最もＳＤＧｓに熱心な実業家 竹内  一正 宝島社 2021年5月 335.1/ﾀ

会計の地図 「お金の流れ」がたった１つの図法でぜんぶわかる 近藤  哲朗（他） ダイヤモンド社 2021年3月 336.9/ｺ/ﾐﾄﾞﾘ

住宅ローンを賢く借りて無理なく返す３２の方法 淡河  範明 エクスナレッジ 2021年4月 338.7/ｵ

　専門家が「やるべき順」に沿って教える ２０２１－２２

絶望死 労働者階級の命を奪う「病」 ニコラス  Ｄ  クリストフ 朝日新聞出版 2021年3月 368/ｸ

福島モノローグ いとう  せいこう 河出書房新社 2021年2月 369.3/ｲ

「慰安婦」問題の解決 戦後補償への法的視座から 深草  徹 共栄書房 2021年4月 369.3/ﾌ

おしゃれ防災アイデア帖 Ｍｉｓａ 山と溪谷社 2021年3月 369.3/ﾐ

　日々の暮らしに馴染み、“もしも”の時は家族を守る７０の備え

薬学の壁 逆境を乗り越える大学運営 都築  稔 評言社 2021年3月 377.1/ﾂ

あゆみ 見えない・見えにくい子どもたちを育てる方へのメッセージ 二瓶社 2021年3月 378.1/ｱ

身近な雑草たちの奇跡 森  昭彦 ＳＢクリエイティブ 2021年3月 470/ﾓ

　道ばた、空き地、花壇の隅……気づけばそこにいる植物の生態

かぐわしき植物たちの秘密 香りとヒトの科学 田中  修（他） 山と溪谷社 2021年3月 471.3/ﾀ

被曝インフォデミック 西尾  正道 寿郎社 2021年3月 493.19/ﾆ

　トリチウム、内部被曝－ＩＣＲＰによるエセ科学の拡散

薬に頼らず７日で血管を変えて血圧は下げられる 市原  淳弘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 493.25/ｲ

お米を食べる！ダイエット 糖質オフでくじけたあなたへ しらい　のりこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 498.58/ｼ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

「在宅死」という選択　納得できる最期のために 中村  明澄 大和書房 2021年4月 498/ﾅ

弁理士になるには 藤井  久子 ぺりかん社 2021年4月 507.2/ﾌ/ｱｵ

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 2021年3月 519/ﾄ

ノートルダム　フランスの魂 アニエス  ポワリエ 白水社 2021年4月 523.3/ﾎﾟ

ＳＤＧｓハウスのつくりかた 一軒まるごと、ＳＤＧｓで建ててみた 朝日新聞出版 2021年4月 527/ｴ

はやぶさ２の宇宙大航海記 津田  雄一 宝島社 2021年4月 538.9/ﾂ

らく弁 メインのおかずは１０種類だけ！ 上島  亜紀 主婦と生活社 2021年3月 596.4/ｶ

焚き火料理の本 小雀  陣二 山と溪谷社 2021年4月 596.4/ｺ

石原洋子の２品献立 おかずはいつものくり返しでいい！ 石原  洋子 世界文化社 2021年4月 596/ｲ/ｵﾚ

京つけもの西利のおいしいレシピ 京つけもの西利 淡交社 2021年4月 596/ｷ/ｵﾚ

毎日食べたいかんたん３×３レシピ 山脇  りこ ぴあ 2021年2月 596/ﾔ/ｵﾚ

　疲れていてもこれならできそう！＃食材３つ＃３ステップで完成 

ママとパパの赤ちゃんと子どもの病気・ホームケア事典 朝日新聞出版 2021年3月 598.3/ﾏ

　〈０～６歳〉最新版

狩猟を仕事にするための本 東雲  輝之 秀和システム 2021年3月 659/ｼ

アワビと古代国家　『延喜式』にみる食材の生産と管理 清武  雄二 平凡社 2021年3月 664.7/ｷ

コロナ後のエアライン 鳥海  高太朗 宝島社 2021年4月 687/ﾄ

ボス猫 岩合  光昭 ジーウォーク 2021年4月 748/ｲ

ガラスフュージング 近岡  令 誠文堂新光社 2021年4月 751.5/ﾁ

　ガラス工芸の基本技法 電気炉でガラスを熔かし合わせて作る器・インテリア・アクセサリー

獅子座、Ａ型、丙午。 鈴木  保奈美 中央公論新社 2020年12月 772.1/ｽ

スクリーンが待っている 西川  美和 小学館 2021年1月 778.2/ﾆ

ソフトテニスの戦い方 中堀  成生 ベースボール・マガジン社 2021年3月 783.5/ﾅ

　セオリーをもとにリスクも背負って攻めていく

●新着資料リスト●



シルバー川柳 笑いあり、しみじみあり 明日があるさ編 河出書房新社 2021年3月 911.4/ｼ

おばあちゃん、青い自転車で世界に出逢う ガブリ  ローデナス 小学館 2021年2月 963/ﾛ

茨の墓標 警視庁文書捜査官 麻見  和史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 BF/ｱｻ

結盟 高家表裏譚 ３ 上田  秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 BF/ｳｴ/3

高校事変 １０ 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 BF/ﾏﾂ/10

六人の噓つきな大学生 浅倉  秋成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 F/ｱｻ

佐野洋子とっておき作品集 佐野  洋子 筑摩書房 2021年3月 F/ｻﾉ

なごり雪 新堂  冬樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 F/ｼﾝ

ない本、あります。 能登  崇 大和書房 2021年4月 F/ﾉﾄ

沙林　偽りの王国 帚木  蓬生 新潮社 2021年3月 F/ﾊﾊ

キネマの神様  ディレクターズ・カット 原田  マハ 文藝春秋 2021年3月 F/ﾊﾗ

魂手形　三島屋変調百物語七之続 宮部  みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 F/ﾐﾔ

〈ティーンズ〉

かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦　 はの  まきみ 集英社 2021年3月 SF/ﾊﾉ

　恋のバトルのはじまり編

転生したらスライムだった件　１８ 伏瀬 マイクロマガジン社 2021年4月 SF/ﾌｾ/18

〈児童〉

世界史探偵コナン クレオパトラの真実 青山  剛昌∥原作 小学館 2021年4月 20/ｱ/7

　名探偵コナン歴史まんが ７

世界史探偵コナン 古代都市ポンペイの真実 青山  剛昌∥原作 小学館 2021年4月 20/ｱ/8

　名探偵コナン歴史まんが ８

世界史探偵コナン マヤ文明の真実 青山  剛昌∥原作 小学館 2021年4月 20/ｱ/9

　名探偵コナン歴史まんが ９

渋沢栄一　日本資本主義の父 講談社 2021年3月 28/ｼ

おかねってなぁに？ みんなでつくる！しあわせ おかだ  さえ 日本商工会議所青年部 2021年3月 33/ｵ

１０歳から考える「好き」を強みにする生き方 オフィス  ジータ∥編 えほんの杜 2021年3月 36/ｼﾞ

　人生を楽しむ仕事につくために

身近な材料でＫｉｄｓおもしろ科学遊び 科学で遊ぼう！ 青野  裕幸（他） いかだ社 2021年3月 40/ｱ

はっきりあじがわかるかな？ ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 金の星社 2021年3月 49/ｳ

　おとなもこどもも気づきにくいからだの心配がわかる絵本

はっきりみえているかな？ ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 金の星社 2021年2月 49/ｳ

　おとなもこどもも気づきにくいからだの心配がわかる絵本

はっきりきこえているかな？ ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 金の星社 2021年2月 49/ｳ

　おとなもこどもも気づきにくいからだの心配がわかる絵本

この星を救うために知っておくべき１００のこと 小学館 2021年3月 51/ｺ

かこさとし 遊びと絵本で子どもの未来を 鈴木  愛一郎 あかね書房 2021年3月 72/ｶ

ルルとララのガトーショコラ あんびる　やすこ 岩崎書店 2021年3月 91/ｱ

ことりはこえだのてっぺんに　おやこでよもう！金子みすゞ 金子  みすゞ∥童謡 フレーベル館 2021年3月 91/ｶ/ｷ

おもちゃの国へようこそ 如月  かずさ 小峰書店 2021年3月 91/ｷ

おばけいいんかい　がっこうのおばけずかん 斉藤  洋 講談社 2021年3月 91/ｻ/ｺﾜｲ

クルミ先生とまちがえたくないわたし　藤島クリニック再生計画 令丈  ヒロ子 ポプラ社 2021年3月 91/ﾚ

ラーヤと龍の王国 テニー  ネルソン 小学館 2021年3月 93/ﾈ

はしごしゃののびるくん 鎌田  歩 岩崎書店 2021年3月 E/ｶ

さいがいでかつやくするくるま　まえとうしろどんなくるま？ 4 こわせ  もりやす 偕成社 2021年3月 E/ｺ

おべんとうバスのかくれんぼ 真珠  まりこ チャイルド本社 2021年4月 E/ｼ

‘めんどくさい’はＳＯＳ 長谷川  知子 ほるぷ出版 2021年3月 E/ﾊ

おいでおいで・・・ 松本  ジョゴ 金の星社 2021年3月 E/ﾏ/ｺﾜｲ

たいくつなにちようび ＭＩＣＡＯ 理論社 2021年3月 E/ﾐ

〈高千帆分館〉

魂手形　三島屋変調百物語七之続 宮部  みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年3月 F/ﾐﾔ

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


