●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （４/１０～４/１６）

2021年4月17日作成

◇中央図書館
〈一般〉

本気でＦＩＲＥをめざす人のための資産形成入門
３０歳でセミリタイアした私の高配当・増配株投資法
家でも外でも転ばない体を２カ月でつくる！
こどものアレルギー基礎ＢＯＯＫ 心配になったら一番最初に読む本
こどもおうちあそび大全 ０・１・２歳～ 才能が大きく育つ！
ダーリンの進化論 わが家の仁義ある戦い
旅ごころはリュートに乗って 歌がみちびく中世巡礼
ハーバード大学のボブ・ディラン講義
好日絵巻 季節のめぐり、茶室のいろどり
サウンドスケープに飛び乗って
何がおかしい 新装版
テナント
珈琲屋の人々 ４ どん底の女神
隠密船頭 ２ 七人の刺客
隠密船頭 ３ 謹慎
隠密船頭 ４ 激闘
隠密船頭 ５ 一撃
隠密船頭 ６ 男気
小説イタリア・ルネサンス ４ 再び、ヴェネツィア
大阪のお母さん 浪花千栄子の生涯
機巧のテロリスト
今夜
処方箋のないクリニック
まんまこと ８ いわいごと

穂高 唯希

実務教育出版 2020年7月 338.1/ﾎ

安保 雅博 他
今井 孝成∥監修
横山 洋子
高嶋 ちさ子
星野 博美
リチャード Ｆ トーマス
森下 典子
久石 ソナ
佐藤 愛子
バーナード マラマッド
池永 陽
稲葉 稔
稲葉 稔
稲葉 稔
稲葉 稔
稲葉 稔
塩野 七生
葉山 由季
数多 久遠
小野寺 史宜
仙川 環
畠中 恵

すばる舎

2021年2月

493.18/ｱ/ｹﾝｺｳﾎｳ

日東書院本社 2021年2月 493.93/ｺ
2021年2月 599/ﾖ
永岡書店

小学館
平凡社
ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

パルコエンタテインメント事業部

2021年1月 762.1/ﾀ
2020年9月 762/ﾎ
2021年3月 767.8/ﾃﾞ
2020年7月 791/ﾓ

書肆侃侃房 2021年2月 911.1/ﾋ
中央公論新社 2020年11月 914.6/ｻ
みすず書房 2021年1月 933.7/ﾏ
2021年1月 BF/ｲｹ/4
双葉社
2019年5月 BF/ｲﾅ/2
光文社
2019年9月 BF/ｲﾅ/3
光文社
2020年3月 BF/ｲﾅ/4
光文社
2020年7月 BF/ｲﾅ/5
光文社
2021年1月 BF/ｲﾅ/6
光文社
2021年1月 BF/ｼｵ/4
新潮社
2020年12月 BF/ﾊﾔ
潮出版社
2020年12月 F/ｱﾏ
祥伝社
2020年11月 F/ｵﾉ
新潮社
2020年12月 F/ｾﾝ
小学館
2021年2月 F/ﾊﾀ
文藝春秋

〈ティーンズ〉

あしたの幸福

いとう みく

理論社

2021年2月 SF/ｲﾄ

Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ ∥唄
筒美 京平∥作曲

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅｌｓ

2020年8月 CD131/ｸ

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅｌｓ

2021年3月 CD131/ﾂ

Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ∥唄

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅｌｓ

2021年1月 CD131/ﾘ

〈ＡV〉

かつて天才だった俺たちへ
筒美京平 ＳＯＮＧ ＢＯＯＫ
ＧＲＡＤＡＴＩ∞Ｎ
ＮＨＫおかあさんといっしょ 最新ベスト きみイロ
聴く、名作文学～朗読～ ベスト
Ｒｅｌａｘｉｎｇ＠ｈｏｍｅ ～やさしい響き～
ＲＩＮＡ
笑顔で会える日のために ～あなたに寄り添うピアノ作品集 ｔｏ Ｓｍｉｌｅ

Ｔｈｅ Ｓｅｎｓｅｓ～ブラームス作品集～

花田 ゆういちろう 他∥うた ポニーキャニオン 2020年10月 CD314/ｴ

芥川 龍之介 他∥作
オルゴール・セレクション オルゴール∥制作

ＲＩＮＡ∥ピアノ
辻井 伸行∥ピアノ・作曲
佐藤 晴真∥チェロ

キングレコード 2020年5月 CD322/ｷ

日本クラウン 2020年10月 CD411/ﾘ
2020年9月 CD711/ﾘ
エイベックス・エンタテインメント
2020年9月 CD814/ﾂ

ヤマハミュージックコミュニケーションズ

ユニバーサルミュージック合同会社

2020年11月 CD819/ﾌﾞ

〈児童〉

おうちで楽しむ科学実験図鑑
鳥になった恐竜の図鑑
うまれたよ！ヒラメ
うまれたよ！ヘビ
バナナ
さくら村は大さわぎ
猫町ふしぎ事件簿 猫神さまはお怒りです
猫町ふしぎ事件簿 〔２〕 猫神さまは月夜におどります
両想いになりたい
いっぽんばしこちょこちょ
０・１・２さい ふれあいたいそうおやこでいっしょに！

尾嶋 好美
かんちく たかこ
櫻井 季己
関 慎太郎
佐藤 靖明∥監修
朽木 祥
廣嶋 玲子
廣嶋 玲子
もえぎ 桃

とよた かずひこ

ＳＢクリエイティブ

学研プラス
岩崎書店
岩崎書店
農山漁村文化協会

2021年2月 40/ｵ
2021年2月 45/ｶ
2021年1月 48/ｻ
2021年1月 48/ｾ
2021年1月 62/ﾊﾞ
2021年2月 91/ｸ

小学館
2020年10月 91/ﾋ/1
童心社
2021年2月 91/ﾋ/2
童心社
2021年2月 91/ﾓ
講談社
世界文化社 2021年3月 E/ﾄ

〈高千帆分館〉

大人の流儀 １０
花人始末（かじんしまつ） 出会いはすみれ
花は散っても

伊集院 静
和田 はつ子
坂井 希久子

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

講談社
幻冬舎

2021年3月 914.6/ｲ/10

2021年2月 BF/ﾜﾀﾞ
中央公論新社 2021年1月 F/ｻｶ

