●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （８/２１～９/２４）

2021年9月28日作成

◇中央図書館
〈一般〉

イーロン・マスク 次の標的 「ＩｏＢビジネス」とは何か
監視資本主義 人類の未来を賭けた闘い
動画×会話でゼロからはじめるＰｙｔｈｏｎ入門
今すぐ使えるかんたんやさしくわかるＭａｃＢｏｏｋ入門
スピリチュアルズ 「わたし」の謎
ＳＮＳカウンセリングの実務 導入から支援・運用まで
「やらないこと」を決めよう。
よくわかる一神教
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から世界史をみる
神社の起源と歴史
埴輪は語る

一次資料で正す現代史のフェイク
ジェノサイドの中国史 中国人も知らない歴史のタブー
藤原仲麻呂 古代王権を動かした異能の政治家
「太平洋の巨鷲」山本五十六 用兵思想からみた真価
福沢諭吉が見た１５０年前の世界 『西洋旅案内』初の現代語訳
るるぶドライブ中国四国ベストコース ’２２
るるぶ山陰 出雲 松江 鳥取 萩 ’２２
この社会の歪みと希望
赤い日本
官邸の暴走
「言葉が殺される国」で起きている残酷な真実
中国共産党が犯した許されざる大罪
霞が関のリアル
女性受刑者とわが子をつなぐ絵本の読みあい
逆境の資本主義 格差、気候変動、そしてコロナ……
アンダーコロナの移民たち
日本社会の脆弱性があらわれた場所
同調圧力の正体
トラウマ返し 子どもが親に心の傷を返しに来るとき
５７歳で婚活したらすごかった
捨てられる男たち
劣化した「男社会」の裏で起きていること
戦前昭和の猟奇事件
ケアマネジャーはらはら日記
当年６８歳、介護の困り事、おののきながら駆けつけます
マンガで解決 親の介護とお金が不安です
親子が共倒れにならないために今できること
認知症とともにあたりまえに生きていく
支援する、されるという立場を超えた９人の実践
親が亡くなった「ぼくは、どこで暮らしたらいいんや」

浜田 和幸
ショシャナ ズボフ
赤司 達彦
技術評論社編集部（他）
橘 玲
浮世 満理子
アスコム編集部∥編
佐藤 賢一
新谷 尚紀
若狭 徹
有馬 哲夫
黄 文雄
仁藤 敦史
大木 毅
福沢 諭吉

祥伝社

2021年7月 007.1/ﾊ

東洋経済新報社 2021年7月
ＳＢクリエイティブ 2021年6月

技術評論社 2021年6月
2021年6月
幻冬舎
日本能率協会マネジメントセンター

2021年6月

007.3/ｽﾞ
007.6/ｱ
007.6/ｷﾞ
141.9/ﾀ
146.8/ｳ
159/ｱ
165/ｻ

アスコム
集英社

2021年7月

吉川弘文館
筑摩書房
扶桑社
徳間書店

2021年7月 175/ｼ

2021年6月

2021年6月 210.3/ﾜ
2021年7月 210.7/ｱ
2021年6月 222/ｺ

中央公論新社 2021年6月 289.1/ﾌ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 289.1/ﾔ

彩図社

2021年7月 290.9/ﾌ

ＪＴＢパブリッシング

2021年7月 291.7/ﾙ/22

ＪＴＢパブリッシング

2021年7月 291.7/ﾙ/22

雨宮 処凛（他）
櫻井 よしこ
古賀 茂明
楊 逸(他)

第三文明社 2021年6月 304/ｱ
日本工業新聞社 2021年5月 304/ｻ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 312.1/ｺ
ビジネス社 2021年7月 312.2/ﾔ

ＮＨＫ取材班
村中 李衣∥編著
日本経済新聞社∥編
鈴木 江理子∥編著

2021年6月 317.3/ｴ
岩波書店
かもがわ出版 2021年6月 326.5/ﾑ/ﾖﾐｱｲ
日経ＢＰマーケティング
2021年6月 332/ﾆ
2021年6月 334.4/ｽ
明石書店

太田
小野
石神
奥田

ＰＨＰ研究所 2021年6月 361.6/ｵ
2021年6月 367.3/ｵ
黎明書房
2021年5月 367.4/ｲ
新潮社
ＳＢクリエイティブ 2021年6月 367.5/ｵ

肇
修
賢介
祥子

小池 新
岸山 真理子

フォレスト出版 2021年7月 369.1/ｷ

文藝春秋

上大岡 トメ

主婦の友社 2021年7月 369.2/ｶ

矢吹 知之（他）∥編著

中央法規出版 2021年6月 369.2/ﾔ

山下 幹雄

ぶどう社

2021年6月 368.6/ｺ

2021年6月 369.2/ﾔ

きょうだいからみた“知的障害者の地域生活の現実”とその根っこの問題

空いた椅子に刻んだ約束 《平和の少女像》作家ノート
つながり続けるこども食堂
天才ＩＴ相オードリー・タンの母に聴く、子どもを伸ばす接し方

キム ソギョン(他)
湯浅 誠
李 雅卿
教師をやめる １４人の語りから見える学校のリアル
前屋 毅
０・１・２歳児のふれあいあそび 愛着の形成、信頼関係を育む
小倉 和人
マンガで分かる！子どもって「いいね！」のみつけかた
大豆生田 啓友∥監修
親や配偶者が死んだあとの「お金」のことぜんぶ、本音で教えてください！ 中垣 香代子
オオカミは大神 狼像をめぐる旅 ２
青柳 健二

2021年6月 369.3/ｷ
世織書房
中央公論新社 2021年6月 369.4/ﾕ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 371.5/ﾘ

学事出版
ひかりのくに
ひかりのくに
ソシム
山と溪谷社

2021年6月 374.3/ﾏ
2021年6月 376.1/ｵ
2021年6月 376.1/ｵ
2021年7月 385.6/ﾅ
2021年6月 387/ｱ/2

理系の「なぜ？」がわかる本 ５分でわかるイラスト図解！
日本一わかりやすいＡＢＣ予想
難しい数式はまったくわかりませんが、量子力学を教えてください！
宇宙を解く唯一の科学熱力学
ニホニウム 超重元素・超重核の物理
基本法則から読み解く物理学最前線
ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検
生命海流 ＧＡＬＡＰＡＧＯＳ
光る生き物の科学 発光生物学への招待
種から種へ 命つながるお野菜の一生
Ｗｉｌｄ ｂｏａｒ 知られざるイノシシの「棲」
あなたの隣の精神疾患
アトピー性皮膚炎をしっかり治す本 最新版
子どもの目が危ない 「超近視時代」に視力をどう守るか
耳が遠くなった？と思ったら読む本
耳鼻咽喉科の名医と“きこえ”のプロが教える
入浴は究極の疲労回復術 おうち時間を快適に過ごす
ラクやせおにぎり

小谷 太郎
小山 信也
ヨビノリたくみ
ポール セン
小浦 寛之
盛口
福岡
大場
鈴木
矢野
春日
大矢
大石
市村

満
伸一
裕一
純∥文・写真
誠人
武彦
幸弘
寛人（他）
恵一（他）

青春出版社 2021年7月 404/ｺ
2021年6月 412/ｺ
ＳＢクリエイティブ 2021年6月 421.3/ﾖ
河出書房新社 2021年6月 426.5/ｾ
2021年6月 431.1/ｺ
共立出版

ビジネス教育出版社

岩波書店
朝日出版社
日本評論社
雷鳥社
大空出版
集英社
法研
ＮＨＫ出版

2021年6月 462.1/ﾓ
2021年6月 462.6/ﾌ
2021年6月 464/ｵ
2021年6月 471.9/ｽ
2021年7月 489.8/ﾔ
2021年6月 493.7/ｶ
2021年6月 494.8/ｵ
2021年6月 496.2/ｵ

マガジンハウス 2021年6月 496.6/ｲ

早坂 信哉
小澤 幸治

山と溪谷社
あさ出版

管理栄養士ｒｉｎａのもりもり食べても太らないおかず

ｒｉｎａ

報道記録 新型コロナウイルス感染症
Ｔｈｅ ＣＯＶＩＤ－１９ ｔｉｍｅｌｉｎｅ ｉｎ Ｊａｐａｎ
対人関係療法でストレスに負けない自分になる
その病気、市販薬で治せます
薬草 ちいさな手のひら事典
気候崩壊 次世代とともに考える
グリーン・ニューディール 世界を動かすガバニング・アジェンダ
絶滅しそうな車両図鑑
最前線で働く人に聞く日本一わかりやすい５Ｇ
Ｈｏｗ ｗｉｌｌ “５Ｇ” ｃｈａｎｇｅ ｏｕｒ ｌｉｖｅｓ？
重曹＆お酢

読売新聞東京本社調査研究本部∥編 読売新聞東京本社

2021年7月

498.37/ﾊ/ｹﾝｺｳﾎｳ

2021年6月

498.58/ｵ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月

498.58/ﾘ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

２１日間でＯＫ！ストレスゼロ！血糖値コントロールでみるみるやせる！

井上 智介∥監修
久里 建人

2021年6月 498.6/ﾖ

2021年6月 498.8/ﾀ
2021年6月 499.7/ｸ
エリザベート トロティニョン グラフィック社 2021年5月 499.87/ﾄ
日本能率協会マネジメントセンター

新潮社

宇佐美 誠
明日香 壽川
池口 英司
中村 尚樹

岩波書店
岩波書店
山と溪谷社

2021年6月 519/ｳ

プレジデント社 2021年7月 547.5/ﾅ

岩尾 明子∥監修

日東書院本社 2021年6月 590/ｼﾞ

2021年6月 519.1/ｱ
2021年8月 536/ｲ

ガンコな汚れもつるんと落ちる！ナチュラルクリーニング 身の回りを安全にスッキリ！

お金か人生か 給料がなくても豊かになれる９ステップ
感じのいい、大人服
縫わずに作れる立体マスコット＆リボン小物
おうちで楽しい布ぞうり リメイクでエコな暮らし
ビヨンドザリーフと編むバッグ 編むたのしみ、持つよろこび
アレンジいっぱい！ハンドメイドのリボンＢＯＯＫ
アレンジ、色ちがいいろいろ楽しめる１０１点
自宅でできるライザップ 体操編
自分ごはん時々おやつ ひとり分だからうまくいく
父ちゃんの料理教室
エスニックつまみとごはん できるだけうちにある調味料で作る！
弾丸トラベライターの台湾妄想旅ごはん
簡単手軽でおいしい！身近な食材で驚きの８０レシピを開拓！
奥薗壽子の毎日食べたい豆腐レシピ６２
ラクうま 素材のうまみを濃縮
私の梅仕事
透明和菓子ごよみ
ゼリー・プリン・ババロア・ムース おうちデザート
子育ての常識から自由になれるレッスン おかあさんのミカタ
最新超かんたん離乳食 手間なしテク＆レシピだけ！
はじめてママ＆パパのフリージング離乳食
窓辺ｄｅ採れたて！ミニ菜園 ペットボトルと牛乳パックを使って楽しむ

誰も知らないとっておきの世界遺産ベスト１００
深大寺の白鳳仏（じんだいじのはくほうぶつ）
武蔵野にもたらされた奇跡の国宝
日本の原風景
愛を描いたひと イ・ジュンソプと山本方子の百年
ＢＡＮＫＳＹ

ヴィッキー ロビン（他）
美濃羽 まゆみ
古田 ひろこ
市ノ瀬 絵里子
ビヨンドザリーフ
山口 路子

ダイヤモンド社 2021年5月 591/ﾛ
日本ヴォーグ社 2021年7月 593.3/ﾐ/ｺｽ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 594/ﾌ/ｺﾞﾙ
日本ヴォーグ社 2021年6月 594.3/ｲ/ｼﾛ
日本ヴォーグ社 2021年7月 594.3/ﾋﾞ/ﾐﾄﾞ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月

594.6/ﾔ/ｺﾞﾙ

2021年7月 595.6/ｼﾞ/ﾀﾞｲｴｯﾄ
扶桑社
主婦の友社 2021年7月 596/ｾ/ｵﾚ
2021年6月 596/ﾂ/ｵﾚ
大和書房

瀬戸口 しおり
辻 仁成
エダジュン
門司 紀子

主婦と生活社 2021年6月 596.22/ｴ
2021年6月 596.22/ﾓ
小学館

奥薗 壽子

日東書院本社 2021年6月 596.3/ｵ

横山 タカ子
鳥居 満智栄
福岡 直子
高石 恭子
太田 百合子∥総監修
ほりえ さわこ∥料理
竹村 久生
小林 克己
貴田 正子

扶桑社
淡交社

ベネッセコーポレーション

安野 光雅
大貫 智子
バンクシー

山川出版社 2021年6月 723.1/ｱ
2021年6月 723.2/ｲ
小学館
新星出版社 2021年7月 723.3/ﾊﾞ

2021年5月 596.3/ﾖ
2021年6月 596.65/ﾄ

朝日新聞出版 2021年7月 596.65/ﾌ

世界思想社 2021年6月 599/ﾀ
2021年6月 599.3/ｻ
主婦の友社 2021年8月 599.3/ﾊ
ブティック社 2021年7月 626.9/ﾀ
ＳＢクリエイティブ 2021年7月 709/ｺ
2021年6月 718.5/ｷ
春秋社

本の力 私の絵本制作秘話
ありがとう絵本作家・田畑精一の歩いた道
Ｐｉｃｔｕｒｅ‐Ｂｏｏｋ Ｐｉｏｎｅｅｒ：ＴＡＢＡＴＡ Ｓｅｉｉｃｈｉ
職人 つくりびと パラスポーツを支える人やモノ
ぼくのお父さん
古くて素敵なクラシック・レコードたち
誰でもぜったい楽譜が読める！
初心者のドラム基礎教本

酒井 京子
田畑 精一

童心社
童心社

2021年6月 726.6/ｻ

浅原 満明
矢部 太郎
村上 春樹
辻 志朗
枝川 淳一∥編著

集英社
新潮社
文藝春秋
音楽之友社
自由現代社

2021年8月 726/ｱ

柴田 克彦

音楽之友社 2021年6月 764.6/ｼ

新沢 としひこ（他）

小学館

2021年6月 726.6/ﾀ

2021年6月 726/ﾔ
2021年6月 760.8/ﾑ
2021年6月 761.2/ﾂ
2021年6月 763.8/ｴ

ドラムのリズムが叩けるように、手足の動きを１から丁寧に解説！ 〔２０２１〕

１曲１分でわかる！吹奏楽編曲されているクラシック名曲集
吹奏楽ファンなら知ってオケ！
新沢としひこ＆中川ひろたかのラララうたランド
『シン・エヴァンゲリオン』を読み解く
コロナとオリンピック 日本社会に残る課題
東京オリンピック 激闘の記録
パラスポーツマガジン
障がい者スポーツ＆ライフスタイルマガジン Ｖｏｌ．９
「日本体操女子」の未来へ 金メダルを目指した５７年の軌跡
遺言 野村克也が最期の１年に語ったこと
私とクライミング 野口啓代自伝
知識ゼロからの釣り入門
釣りバリ 歴史・種類・素材・技術のひみつ
魚を掛ける、形状・機能・効果・仕組みに科学で迫る！
プロレス深夜特急 プロレスラーは世界をめぐる旅芸人
藤井聡太の軌跡 ４００年に一人の天才はいかにして生まれたか
チェス やさしい実践集
論理パズル１００ 世界の名作から現代の良問まで
朗読ワークショップ
挑発する少女小説
佐藤愛子の世界 完全保存版
食卓で読む一句、二句。 お腹がぐぅ～と鳴る、１７音の物語
どこからか言葉が
ショローの女
死は最後で最大のときめき
人生「散りぎわ」がおもしろい
新・人間関係のルール
人間の使命
大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした
サハマンション
ヘヴィ あるアメリカ人の回想録
ランボーはなぜ詩を棄てたのか
『失われた時を求めて』への招待
読めば読むほどおもしろい鉄道の雑学
洞察 勘定侍柳生真剣勝負 ４
風待ち篇 あきない世傳 金と銀 １１
金の鰯 おれは一万石 １７
大殿の顔 おれは一万石 １８
後輩とあんかけ焼きそば 最後の晩ごはん １６
レンタルフレンド
みとりねこ
貝に続く場所にて
光をえがく人
琉球警察
バスクル新宿
猫弁と鉄の女
海辺の金魚
片見里荒川コネクション
とにもかくにもごはん
終活の準備はお済みですか？
遅番にやらせとけ 書店員の逆襲

2021年7月 767/ｼ

河出書房新社編集部∥編 河出書房新社 2021年6月 778.7/ｶ

石坂 友司

人文書院

2021年7月 780.6/ｲ

読売新聞東京本社

2021年8月 780.6/ﾄ

実業之日本社 2021年8月 780/ﾊﾟ/9

塚原 千惠子
飯田 絵美
野口 啓代

双葉社
文藝春秋
ソル・メディア
幻冬舎
つり人社書籍編集部∥編 つり人社
ＴＡＪＩＲＩ
鈴木 宏彦
有田 謙二
小野田 博一
青木 裕子
斎藤 美奈子
夏井 いつき（他）
谷川 俊太郎
伊藤 比呂美
下重 暁子
下重 暁子
辛酸 なめ子
曽野 綾子
クルベウ
チョ ナムジュ
キエセ レイモン
奥本 大三郎
吉川 一義
浅井 建爾
上田 秀人
髙田 郁
千野 隆司
千野 隆司
椹野 道流
青木 祐子
有川 ひろ
石沢 麻依
一色 さゆり
伊藤 潤
大崎 梢
大山 淳子
小川 紗良
小野寺 史宜
小野寺 史宜
桂 望実
キタハラ

2021年7月 781.5/ﾂ
2021年6月 783.7/ﾉ
2021年7月 786.1/ﾉ
2021年7月 787.1/ﾁ
2021年8月 787.1/ﾂ

2021年6月 788.2/ﾀ
徳間書店
マイナビ出版 2021年5月 796/ﾌ
河出書房新社 2021年6月 796.9/ｱ
2021年6月 798/ｵ
講談社
アーツアンドクラフツ 2021年7月 809.4/ｱ
河出書房新社 2021年6月 909.3/ｻ
2021年7月 910.2/ｻ
文藝春秋
ワニブックス 2021年7月 911.3/ﾅ/ﾁｬ
朝日新聞出版 2021年6月 911.5/ﾀ/ｸﾛ
中央公論新社 2021年6月 914.6/ｲ
朝日新聞出版 2021年7月 914.6/ｼ
毎日新聞出版 2021年6月 914.6/ｼ

光文社
海竜社

2021年6月 914.6/ｼ
2021年7月 914.6/ｿ

ダイヤモンド社 2021年4月 929.1/ｸ

筑摩書房
里山社
集英社
岩波書店
三笠書房
小学館

2021年6月 929.1/ﾁ
2021年6月 930.2/ﾚ
2021年6月 951.6/ﾗ
2021年6月 953.7/ﾌﾟ
2021年9月 B686/ｱ
2021年8月 BF/ｳｴ

角川春樹事務所 2021年8月 BF/ﾀｶ/11

双葉社
双葉社

2021年7月 BF/ﾁﾉ
2021年8月 BF/ﾁﾉ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年7月 BF/ﾌｼ

集英社
講談社
講談社
講談社

2021年5月 F/ｱｵ
2021年8月 F/ｱﾘ
2021年7月 F/ｲｼ
2021年6月 F/ｲﾂ

角川春樹事務所 2021年7月

講談社
講談社
ポプラ社
幻冬舎
講談社

F/ｲﾄ

2021年8月 F/ｵｵ
2021年7月 F/ｵｵ
2021年6月 F/ｵｶﾞ
2021年5月 F/ｵﾉ
2021年8月 F/ｵﾉ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 F/ｶﾂ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 F/ｷﾀ

氷柱の声
ロータスコンフィデンシャル 倉島警部補 シリーズ
婿どの相逢席
テスカトリポカ
水たまりで息をする
大連合 ＳＥＩＮＡＮ ＆ ＴＯＹＡＮＯ
ランチ酒 ３ 今日もまんぷく
世阿弥 最後の花
猫がこなくなった
まりも日記
骨を撫でる
中近世陶磁器の考古学 第１４巻
あらざらむ 歌集

くどう れいん
今野 敏
西條 奈加
佐藤 究
高瀬 隼子
堂場 瞬一
原田 ひ香
藤沢 周
保坂 和志
真梨 幸子
三国 美千子
佐々木 達夫∥編
高崎 淳子

講談社
文藝春秋
幻冬舎

2021年7月 F/ｸﾄﾞ
2021年7月 F/ｺﾝ
2021年6月 F/ｻｲ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 F/ｻﾄ

集英社

2021年7月 F/ﾀｶ

実業之日本社 2021年6月 F/ﾄﾞｳ

祥伝社

2021年6月 F/ﾊﾗ

河出書房新社 2021年6月 F/ﾌｼﾞ

文藝春秋
講談社
新潮社
雄山閣
本阿弥書店

2021年1月 F/ﾎｻ

後白河 安寿
松田 朱夏

集英社
集英社

2021年6月 SBF/ｺﾞｼ

齋藤 孝
齋藤 孝
リチャード プラット
ＤＫ社∥編
小川 仁志

主婦の友社 2021年8月 00/ｻ
主婦の友社 2021年8月 00/ｻ
あすなろ書房 2021年7月 03/ﾌﾟ
河出書房新社 2021年6月 06/ﾄﾞ
主婦の友社 2021年8月 10/ｵ
2021年7月 20/ｴ
ＮＨＫ出版
2021年7月 28/ｷ
集英社
河出書房新社 2021年6月 29/ﾐ
2021年6月 38/ｼ
岩波書店
あすなろ書房 2021年7月 44/ｽ
ひさかたチャイルド 2021年7月 45/ﾚ

2021年6月 F/ﾏﾘ
2021年6月 F/ﾐｸ
2021年6月

Y202/ｻ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ

2021年7月

Y911/ﾀ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ

〈ティーンズ〉

ハニーレモンソーダ 映画ノベライズ
遊郭潜入大作戦編 鬼滅の刃ノベライズ

2021年7月 SF/ﾏﾂ

〈児童〉

頭が良くなるアウトプット どんどん積極的になれる！
頭が良くなるインプット どんどん知識がふえる！
世界のふしぎ断面図鑑
博物館のバックヤードを探検しよう！ 博物館のすごい裏側大図鑑
子どもテツガク 大切なのは考える力。
こどもサピエンス史 生命の始まりからＡＩまで
北里柴三郎 感染症予防の発展につくした近代日本医学の父
地球一周！世界の国ぐに大図鑑
クモのアナンシ ジャマイカのむかしばなし
火星は…
止めなくちゃ！気候変動
わたしたちにできること 絵本で知ろう！ＳＤＧｓ
ホタルイカは青く光る
減り続ければいなくなる！？ 日本サンショウウオ探検記
ナメクジはカタツムリだった？
はじめてのずかん こんちゅう
ずかん美しい世界の線路
見ながら学習調べてなっとく ヨーロッパ編
そらをとぶのりものえほん
理容師・美容師の一日 暮らしを支える仕事見る知るシリーズ
旅をしたがる草木の実の知恵
ゲッチョ先生の草木の実コレクション
動物の仕事をするには？ マンガでわかるあこがれのお仕事
ステンシル 図画工作ｄｅたのしい作品づくり
学校が大好きアクバルくん アフガニスタン
難民選手団 オリンピックを目指した７人のストーリー
ｅスポーツプレイヤーになるには？
名探偵コナンの究極迷路 失われし七つの秘宝
現代用語の基礎知識 学習版 ２０２１－２０２２
歴史ゴーストバスターズ
名物かき氷！復活大作戦
友だちは図書館のゆうれい
ルビと子ねこのワルツ 本屋さんのルビねこ
かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり
四月ちゃんの決意 四つ子ぐらし ９
神さまはてんてこまい はんぴらり ３
キャベたまたんてい まものの森からＳＯＳ！
めざましスープのすごいききめ
ふしぎ町のふしぎレストラン ４
まもってあげたい！ 運命の相手は鬼男子！？

ベングト＝エリック エングホルム

アンドレア ミルズ
フィリップ Ｍ．シャーロック∥再話

スザンヌ スレード
ニール レイトン
阿部 秀樹∥写真と文
関 慎太郎∥写真・文
武田 晋一∥写真・文
瀧 靖之∥総監修
橋爪 智之

小学館

2021年7月 48/ｱ

48/ｾ
2021年6月 48/ﾀ
岩崎書店
2021年6月 48/ﾊ
講談社
技術評論社 2021年8月 51/ﾊ

少年写真新聞社 2021年5月

秋本 俊二∥監修

スタジオタッククリエイティブ

2021年5月 53/ｿ

ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著

保育社

2021年6月

盛口 満∥文・絵

少年写真新聞社 2021年7月

59/ｳ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

62/ﾓ

さがわ ゆめこ∥イラスト 金の星社
国土社
長倉 洋海
アリス館
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
杉田 七重
ウェルプレイド ライゼスト∥監修 金の星社
青山 剛昌∥原作
小学館
現代用語検定協会∥監修 自由国民社
あさば みゆき
ポプラ社
草香 恭子
岩崎書店
草野 あきこ
金の星社
野中 柊
理論社
原 ゆたか∥作・絵
ポプラ社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ひの ひまり
廣嶋 玲子
童心社
三田村 信行
金の星社
三田村 信行
あかね書房

2021年6月

宮下 恵茉

2021年6月 91/ﾐ

ポプラ社

64/ﾄﾞ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

2021年7月 73/ｽ
2021年7月 74/ﾅ
2021年7月 78/ｽ
2021年6月

79/ｲ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

2021年7月 79/ﾒ
2021年7月 81/ｹﾞ/21
2021年6月 91/ｱ
2021年6月 91/ｸ
2021年6月 91/ｸ
2021年6月 91/ﾉ
2021年7月 91/ﾊ
2021年7月 91/ﾋ/9
2021年7月 91/ﾋ/3
2021年6月 91/ﾐ
2021年7月 91/ﾐ/4

分解系女子マリー
ロウリーのいい子アドベンチャー 親友グレッグの伝記
あの夏のルカ
だーれかな？
ばけばけばけばけばけたくん かみなりの巻
はげたかのオーランドー
おもわず おもわず
真夜中のちいさなようせい
おばけにプレゼントくれませんか？
あかいさんりんしゃ こわいおはなし
楽園のむこうがわ
もしものくに
なんだかたのしそう
いっしょなら
ナキウサギの山

クリス エディソン
ジェフ キニー
スティーブ ベーリング
武田 美穂∥脚本・絵
岩田 明子∥文・絵
トミー ウンゲラー
えがしら みちこ
シン ソンミ
せき ゆうこ
中島 梨絵
ノリタケ ユキコ
馬場 のぼる
古内 ヨシ
ルーク・アダム・ホーカー
本田 哲也

小学館
ポプラ社
小学館
童心社
大日本図書
好学社
あかね書房
ポプラ社
ＰＨＰ研究所
成美堂出版

2021年6月 93/ｴ

こぐま社
絵本館

2021年7月 E/ﾊﾞ

2021年7月 93/ｷ
2021年6月 93/ﾍﾞ
2021年8月 C
2021年7月 E/ｲ
2021年6月 E/ｳ
2021年6月 E/ｴ
2021年6月 E/ｼ
2021年7月 E/ｾ

2021年7月 E/ﾅ/ｺﾜｲ
あすなろ書房 2021年6月 E/ﾉ
2021年6月 E/ﾌ
ガイアブックス 2021年7月 E/ﾎ
2021年6月 E/ﾎ
偕成社

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

アナと雪の女王 ２
千と千尋の神隠し
天空の城ラピュタ
パブリック 図書館の奇跡 Ｔｈｅ Ｐｕｂｌｉｃ

クリス・バック∥監督

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

宮崎 駿∥原作・脚本・監督

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

エミリオ・エステベス∥監督 バップ

2021年
2015年
2015年
2021年

宮崎 駿∥原作・脚本・監督

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

藤本 ひとみ

2021年7月 91/ﾌ

DVｱﾆﾒ/ｱﾅ/2

DVｱﾆ/ｾﾝ
DVｱﾆ/ﾃﾝ
DVﾖｳ/ﾊﾟﾌﾞ

〈赤崎分館〉

シンデレラ階段は知っている 探偵チームＫＺ事件ノート

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

講談社

