
あたらしく購入した本　 （１２/２５～１/７） 2022年1月8日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ディープフェイク ニセ情報の拡散者たち ニーナ  シック 日経ナショナルジオグラフィック社 2021年9月 007.3/ｼ

父母＆保育園の先生おすすめのシリーズ絵本２００冊 玄光社 2021年10月 019.5/ﾌ

  子どもから大人まで楽しめる絵本

ベストセラーに学ぶ最強の教養 佐藤  優 文藝春秋 2021年9月 019.9/ｻ

ハイデガー『存在と時間』を解き明かす 池田  喬 ＮＨＫ出版 2021年9月 134.9/ﾊ

ばいばい心の緊急事態追い求めるのをやめてみた。 妹尾  まみ 風鳴舎 2021年10月 146.8/ｾ

  「生きづらさのカラクリ」を知って幸せになる方法

心の免疫力 「先の見えない不安」に立ち向かう 加藤  諦三 ＰＨＰ研究所 2021年9月 159/ｶ

考える親鸞 「私は間違っている」から始まる思想 碧海  寿広 新潮社 2021年10月 188.7/ｼ

イラストでサクッと理解流れが見えてくる世界史図鑑 ナツメ社 2021年10月 209/ｲ

超ワイド！２０００年絵巻 日本の歴史がもっとよくわかる！ 朝日新聞出版 2021年10月 210/ﾁ

韓国の歴史 水野  俊平 河出書房新社 2021年9月 221/ﾐ

ビルマ危機の本質 タンミンウー 河出書房新社 2021年10月 223.8/ﾀ

美しい日本へ島の旅 Ｋ＆Ｂパブリッシャーズ 2021年10月 291/ｳ

美しい日本へ絶景の旅 Ｋ＆Ｂパブリッシャーズ 2021年10月 291/ｳ

島根のトリセツ 昭文社 2021年10月 291.7/ｼ

岸田ビジョン 分断から協調へ 岸田  文雄 講談社 2021年10月 312.1/ｷ

墜落 「官邸一強支配」はなぜ崩れたのか 森  功 文藝春秋 2021年9月 312.1/ﾓ

香港政治危機 圧力と抵抗の２０１０年代 倉田  徹 東京大学出版会 2021年9月 312.2/ｸ

ウイグル人という罪 中国による民族浄化の真実 福島  香織 扶桑社 2021年9月 316.8/ﾌ

Ｔｈｅ  Ｗｏｒｌｄ 世界のしくみ リチャード  ハース 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2021年10月 319/ﾊ

いい人間関係は「敬語のくずし方」で決まる 藤田  尚弓 青春出版社 2021年9月 361.4/ﾌ

おふたりさま夫婦、老活はじめました。 どうなる！？私たちの老後 堀田  あきお　他 ぶんか社 2021年9月 367.7/ﾎ

考えたことある？性的同意 知らないってダメかも ピート  ワリス　他 子どもの未来社 2021年9月 367.9/ﾜ

娘の遺体は凍っていた 旭川女子中学生イジメ凍死事件 文春オンライン特集班 文藝春秋 2021年9月 371.4/ﾌﾞ

自学自習の極意 齋藤  孝 ポプラ社 2021年10月 379.7/ｻ

ネイビーシールズ 特殊作戦に捧げた人生 ウィリアム  Ｈ  マクレイヴン 早川書房 2021年10月 397.2/ﾏ

図解・天気予報入門 ゲリラ豪雨や巨大台風をどう予測するのか 古川  武彦　他 講談社 2021年9月 451.2/ﾌ

雷の疑問５６ 鴨川  仁　他 成山堂書店 2021年8月 451.7/ｶ

ニホンカワウソは生きている 宗像  充 旬報社 2021年11月 489.5/ﾑ

福島の甲状腺検査と過剰診断 子どもたちのために何ができるか あけび書房 2021年7月 493.93/ﾌ

おうちストレスをためない習慣 杉岡  充爾 クロスメディア・パブリッシング 2021年10月 498.39/ｽ

ジェネリック医薬品の不都合な真実 世界的ムーブメントが引き起こした功罪 キャサリン  イーバン 翔泳社 2021年8月 499.1/ｲ

漢方薬 知っておきたい漢方薬６３×基礎知識×やさしい養生生活のコツ 翔泳社 2021年8月 499.8/ｶ

  私らしい、モノ・コトの見つけ方。

フォト・レポート里山危機 東北からの報告 永幡  嘉之 岩波書店 2021年8月 519.8/ﾅ

だれでもできる〈超簡単〉建築パース 改訂版 村山  隆司 エクスナレッジ 2021年8月 525.1/ﾑ

原子の力を解放せよ 戦争に翻弄された核物理学者たち 集英社 2021年8月 559.7/ｹﾞ

シャトレーゼは、なぜ「おいしくて安い」のか 齊藤  寛 ＣＣＣメディアハウス 2021年9月 588.3/ｻ

糀入門 女将が伝える糀生活 山﨑  京子 新潟日報事業社 2021年8月 588.5/ﾔ

５０代で決める！最強の「お金」戦略 荻原  博子 ＮＨＫ出版 2021年8月 591/ｵ

きもの語辞典 着物にまつわる言葉をイラストと豆知識で小粋に読み解く 岡田  知子 誠文堂新光社 2021年9月 593.1/ｵ

塩ひとつまみそれだけでおいしく 荻野  恭子 女子栄養大学出版部 2021年9月 596/ｵ/ｵﾚ

発酵暮らし 菌とともに生きる 山田  奈美 家の光協会 2021年8月 596/ﾔ

有元葉子乾物 有元  葉子 家の光協会 2021年9月 596.21/ｱ

  切り干し大根、干し椎茸、きくらげ、かんぴょう、ずいき、大豆、干し湯葉、車麩、ひじき、煮干し、干し貝柱、干しえび、桜エビ、じゃこ 

暮らしを彩る和食器具 伝統の技キラリ！ 阿部  悦子　他 食べもの通信社 2021年9月 596.9/ｱ

今さら聞けない有機肥料の話きほんのき 農山漁村文化協会 2021年9月 613.4/ｲ

  米ヌカ、鶏糞、モミガラ、竹、落ち葉からボカシ肥、堆肥まで

ハーブティー事典 改訂版 佐々木  薫 池田書店 2021年8月 617.6/ｻ

  １１５種の｜効能｜味｜香り｜ブレンド｜ 植物のチカラで心と体を健康に！

洛中洛外 春夏編 安野  光雅 産経新聞出版 2021年8月 723.1/ｱ

洛中洛外 秋冬編 安野  光雅 産経新聞出版 2021年8月 723.1/ｱ

●新着資料リスト●



ひとりじめ 浅田  美代子 文藝春秋 2021年9月 778.2/ｱ

亡国の東京オリンピック 後藤  逸郎 文藝春秋 2021年9月 780.6/ｺﾞ

田部井淳子  山の単語帳 田部井  淳子 世界文化ブックス 2021年8月 786.1/ﾀ

９０歳、こんなに長生きするなんて。 曽野  綾子 ポプラ社 2021年9月 914.6/ｿ

作家と酒 平凡社編集部∥編 平凡社 2021年9月 914.6/ﾍ

沖縄ノート 改版 大江  健三郎 岩波書店 2021年9月 916/ｵ

ヒロシマ・ノート 改版 大江  健三郎 岩波書店 2021年9月 916/ｵ

人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症ＯＬの話 かどなし  まる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 916/ｶ

ボクもたまにはがんになる 三谷  幸喜　他 幻冬舎 2021年10月 916/ﾐ

ミッドナイト・サン トワイライト  エドワードの物語 上 ステファニー  メイヤー ヴィレッジブックス 2021年10月 B933/ﾒ

ミッドナイト・サン トワイライト  エドワードの物語 中 ステファニー  メイヤー ヴィレッジブックス 2021年10月 B933/ﾒ

ミッドナイト・サン トワイライト  エドワードの物語 下 ステファニー  メイヤー ヴィレッジブックス 2021年10月 B933/ﾒ

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん 〔７〕 朝食フェスと決意のグヤーシュ 友井  羊 宝島社 2021年11月 BF/ﾄﾓ/7

海が見える家  逆風 はらだ  みずき 小学館 2021年9月 BF/ﾊﾗ/3

宿命（リベンジ） 石原  慎太郎 幻冬舎 2021年10月 F/ｲｼ

久遠の島 Ｔｈｅ  ｂｏｏｋ  ｏｆ  ｐｌｅｄｇｅ 乾石  智子 東京創元社 2021年10月 F/ｲﾇ

子供は怖い夢を見る 宇佐美  まこと ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 F/ｳｻ

鬼哭洞事件（きこくどうじけん） 太田  忠司 東京創元社 2021年10月 F/ｵｵ

まだ人を殺していません 小林  由香 幻冬舎 2021年5月 F/ｺﾊﾞ

万葉と沙羅 中江  有里 文藝春秋 2021年10月 F/ﾅｶ

北緯４３度のコールドケース 伏尾  美紀 講談社 2021年10月 F/ﾌｼ

死にふさわしい罪 藤本  ひとみ 講談社 2021年10月 F/ﾌｼﾞ

あさひは失敗しない 真下  みこと 講談社 2021年10月 F/ﾏｼ

毎日世界が生きづらい 宮西  真冬 講談社 2021年10月 F/ﾐﾔ/Y

老虎残夢（ろうこざんむ） 桃野  雑派 講談社 2021年9月 F/ﾓﾓ

〈児童〉

オニすご！とんでもねー！！ニッポンびっくり事典 こざき  ゆう ポプラ社 2021年10月 29/ｺ

警察のウラガワ 学研プラス 2021年11月 31/ｹ

災害伝承の大研究 命を守るために、どう伝える？ ＰＨＰ研究所 2021年9月 36/ｻ

スロウダウン １ 立ち止まってゆっくり感じる５０の自然のものがたり 化学同人 2021年9月 40/ｽ/1

スロウダウン ２ 立ち止まってゆっくり調べる４０の自然のものがたり 化学同人 2021年9月 40/ｽ/2

星空教室 春の星座 藤井  旭 誠文堂新光社 2021年10月 44/ﾌ

カワネズミを見てみたい！ 水にもぐる銀色の小動物の研究 森本  祈恵　他 くもん出版 2021年9月 48/ﾓ

病院のウラガワ 学研プラス 2021年11月 49/ﾋﾞ

すてきなタータンチェック 奥田  実紀 福音館書店 2021年9月 75/ｵ

サラ・ベルナール ポプラ社 2021年10月 77/ﾍﾞ

からっぽになったキャンディのはこのおはなし 大久保  雨咲 小峰書店 2021年10月 91/ｵ

きつねの橋 巻の２ うたう鬼 久保田  香里 偕成社 2021年10月 91/ｸ/2

セカイを科学せよ！ 安田  夏菜 講談社 2021年10月 91/ﾔ

ほしじいたけほしばあたけ  おにたいじはいちだいじ？ 石川  基子 講談社 2021年10月 E/ｲ

ごっつあん！うまいもんずもう 岩田  明子 佼成出版社 2021年10月 E/ｲ

クヌギがいる 城芽  ハヤト 岩崎書店 2021年10月 E/ｼﾞ

黄色い星 ユダヤ人を守った国王とデンマークの人たちの物語 ヘンリー  ソレンセン ＢＬ出版 2021年11月 E/ｿ

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



あたらしく購入した本　 （１/８～１/１４） 2022年1月15日作成

◇中央図書館

〈一般〉

文系研究者になる　「研究する人生」を歩むためのガイドブック 石黒  圭 研究社 2021年10月 002/ｲ

書く仕事がしたい 佐藤  友美 ＣＣＣメディアハウス 2021年11月 021.3/ｻ/ｱｵ

ブックセラーズ・ダイアリー　スコットランド最大の古書店の一年 ショーン  バイセル 白水社 2021年8月 024.8/ﾊﾞ

仕事に悩む君へ　はたらく哲学 佐藤  優 マガジンハウス 2021年10月 104/ｻ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ　１００年時代の行動戦略　２ リンダ  グラットン(他) 東洋経済新報社 2021年11月 113/ｸﾞ/2

ゲッターズ飯田の五星三心占い　２０２２　完全版 ゲッターズ飯田 幻冬舎 2021年11月 148/ｹﾞ/22

鎌倉殿を立てた北条家の叡智 加来  耕三 扶桑社 2021年11月 210.4/ｶ

熊野古道をあるく　大人の遠足ＢＯＯＫ ＪＴＢパブリッシング 2021年10月 291.6/ｸ

長崎市恐竜博物館ガイドブック 長崎市恐竜博物館ガイドブック編集委員会∥編著 長崎新聞社 2021年10月 291.9/ﾅ

福岡  特別編集版  日帰り大人の小さな旅 昭文社 2021年10月 291.9/ﾌ

　思い立ったらすぐ行ける好奇心をくすぐる少し贅沢な旅

「日本」ってどんな国？　国際比較データで社会が見えてくる 本田  由紀 筑摩書房 2021年10月 302.1/ﾎ

タリバン復権の真実 中田  考 ベストセラーズ 2021年10月 302.2/ﾅ

警察庁長官　知られざる警察トップの仕事と素顔 野地  秩嘉 朝日新聞出版 2021年9月 317.7/ﾉ

ウィシュマさんを知っていますか？　名古屋入管収容場から届いた手紙 眞野  明美 風媒社 2021年10月 329.9/ﾏ

起業のすすめ さよなら、サラリーマン 佐々木  紀彦 文藝春秋 2021年10月 335/ｻ/ｵﾚ

いちばん賢い税金対策お得技ベストセレクション　２０２１－２０２２ 晋遊舎 2021年11月 345.2/ｲ

民生委員のための経済的困窮者支援ハンドブック 小林  雅彦 中央法規出版 2021年11月 369.1/ｺ

　実務に役立つ３５のＱ＆Ａ

やはり、ブラックなんでしょうか？先生の仕事を１００選びました。 村山  茂 ごま書房新社 2021年11月 374.3/ﾑ

アルバイトの誕生　学生と労働の社会史 岩田  弘三 平凡社 2021年10月 377.9/ｲ

発達障害の子どもが元気になるやさしい言葉かけ 宮尾  益知∥監修 河出書房新社 2021年10月 378/ﾊ
　コロナ以後にも気をつけたい言葉の選び方・使い方 子どもが伸びる、ほめ方・しかり方がわかる本

そういうことだったのか！高校数学 石原  泉 日本実業出版社 2021年10月 410/ｲ

　中学までは数学が得意だったのに、なぜ高校で苦手になってしまうのか？

光・電波・電磁波の基本と応用がよくわかる本 堀越  智(他) オーム社 2021年10月 427/ﾎ

楽しい地層図鑑 小白井  亮一∥文・写真 草思社 2021年11月 456.9/ｺ

オオカミ　ＳＰＩＲＩＴ  ＯＦ  ＴＨＥ  ＷＩＬＤ トッド  Ｋ  フラー 化学同人 2021年10月 489.5/ﾌ

呼吸の科学　いのちを支える驚きのメカニズム 石田  浩司 講談社 2021年10月 491.33/ｲ

みんなの双極性　日常の悩みから最新知識まで 南中  さくら 合同出版 2021年10月 493.76/ﾐ

１０秒で疲れがとれる　奇跡の目元ほぐし 村木  宏衣 主婦の友社 2021年11月 496/ﾑ

さいごまで自宅で診てくれるいいお医者さん　２０２２年版 朝日新聞出版 2021年11月 498/ｻ

免疫力を高める塩レシピ 青山  志穂 あさ書房 2021年10月 498.58/ｱ/ﾒﾝｴｷ

図説　人新世（ひとしんせい）　環境破壊と気候変動の人類史 ギスリ  パルソン 東京書籍 2021年11月 519/ｷﾞ

棺桶出せるか　田沼家の快適リフォーム顛末記 田沼  武能(他) 小学館 2021年10月 527/ﾀ

鬼の血脈　「電力人」１３５年の軌跡 中井  修一 エネルギーフォーラム 2021年11月 540.9/ﾅ

“着ない服”がゼロになる！稼働率１００％クローゼットの作り方 小山田  早織 講談社 2021年10月 593.5/ｵ

とじ・はぎなし  ネックから編むセーター　肩はぎも脇とじも袖つけもいらない、 日本ヴォーグ社 2021年11月 594.3/ﾄ/ｱｶ

丸ヨークとラグランスリーブの棒針編みかんたんニット　コツさえわかれば、はじめてでもやさしく編める！

ほったらかしでもごちそうが完成！糖質オフの電気圧力鍋レシピ 岩﨑  啓子 ナツメ社 2021年11月 596/ｲ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

ライクライクキッチンの旅する味　予約のとれない料理教室レッスンノート 小堀  紀代美 主婦の友社 2021年11月 596/ｺ/ｵﾚ

基本調味料で作る体にいい作りおき　 齋藤  菜々子 主婦と生活社 2021年10月 596/ｻ/ｵﾚ

　◎体をいたわる◎心を安らう◎簡単美味

ふたりの食卓　夫はホテルオークラ元総料理長、妻は料理家 根岸  規雄(他) ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 596/ﾈ/ｵﾚ

豆腐が主役になる５６のレシピ　豆腐×旬の食材 池上  保子 合同出版 2021年11月 596.3/ｲ

３６５日キャンプ飯　なにこれ！うまっ☆上手に手抜き！マネしたくなる ベランダ飯 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 596.4/ﾍﾞ

卵黄・卵白を使い切る！シフォンケーキ＆シフォンロール 石橋  かおり 主婦の友社 2021年11月 596.65/ｲ

かんたん、おいしい米粉のクッキー 高橋  ヒロ 池田書店 2021年10月 596.65/ﾀ

●新着資料リスト●



多肉植物スタートＢＯＯＫ　「選ぶ」「育てる」「ふやす」がうまくいく 黒田  健太郎 家の光協会 2021年10月 627.7/ｸ

懐かしくて新しい「銭湯学」　お風呂屋さんを愉しむとっておき案内 町田  忍∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2021年9月 673.9/ﾅ

通信の日本史　古代から現代までを読み解く 玉原  輝基 太陽出版 2021年10月 692.1/ﾀ

最新スマホ用語＆操作事典 オールカラー 秀和システム編集本部∥編著 秀和システム 2021年10月 694.6/ｼ/P

みんなの現代アート グレイソン  ペリー フィルムアート社 2021年8月 704/ﾍﾟ

　大衆に媚を売る方法、あるいはアートがアートであるために

ＮＨＫ  ８Ｋ  国宝へようこそ  法隆寺 ＮＨＫ「国宝へようこそ」制作班∥編著 ＮＨＫ出版 2021年10月 709.1/ｴ

ＮＨＫ  ８Ｋ  国宝へようこそ  洛中洛外図屛風 ＮＨＫ「国宝へようこそ」制作班∥編著 ＮＨＫ出版 2021年10月 709.1/ｴ

魂を撮ろう　ユージン・スミスとアイリーンの水俣 石井  妙子 文藝春秋 2021年9月 740.2/ｽ

ＭＩＮＡＭＡＴＡ Ｗ．ユージン  スミス（他） クレヴィス 2021年9月 748/ｽ

吹奏楽部バンザイ！！　コロナに負けない オザワ部長 ポプラ社 2021年9月 764.6/ｵ

ポップス歌手の耐えられない軽さ 桑田  佳祐 文藝春秋 2021年10月 767.8/ｸ

寅さんの「日本」を歩く　２ 岡村  直樹 山と渓谷社 2021年9月 778.2/ｵ/2

談志のはなし 立川  キウイ 新潮社 2021年10月 779.1/ﾀ

俳句いまむかし　ふたたび 坪内  稔典 毎日新聞出版社 2021年11月 911.3/ﾂ/ﾁｬ

傘のさし方がわからない 岸田  奈美 小学館 2021年10月 914.6/ｷ

　家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった

月夜の森の梟 小池  真理子 朝日新聞出版 2021年11月 914.6/ｺ

ミルクとコロナ 白岩  玄（他） 河出書房新社 2021年10月 914.6/ｼ

ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした マーク  ボイル 紀伊國屋書店 2021年11月 936/ﾎﾞ

全員悪人 村井  理子 ＣＣＣメディアハウス 2021年5月 916/ﾑ

地上で僕らはつかの間きらめく オーシャン  ヴオン 新潮社 2021年8月 933.7/ﾎﾞ

尚武の志　おれは一万石 １９ 千野  隆司 双葉社 2021年12月 BF/ﾁﾉ

きみの正義は　社労士のヒナコ 水生  大海 文藝春秋 2021年11月 BF/ﾐｽﾞ/2

同志少女よ、敵を撃て 逢坂  冬馬 早川書房 2021年11月 F/ｱｲ

私はただ、「生きてる～！」って叫びたいだけだったんだ 大鈴  佳花 サンマーク出版 2021年11月 F/ｵｵ

　寝たきりになった私が、ベッドの上でたどりついた半径０メートルの幸福論

輝山（きざん） 澤田  瞳子 徳間書店 2021年9月 F/ｻﾜ

真・慶安太平記 真保  裕一 講談社 2021年10月 F/ｼﾝ

幻の旗の下に 堂場  瞬一 集英社 2021年10月 F/ﾄﾞｳ

邯鄲の島遥かなり　下 貫井  徳郎 新潮社 2021年10月 F/ﾇｸ

現代用語の基礎知識　２０２２　ことばをちからに 自由国民社 2022年1月 R813/ｹﾞ/22

琴崎八幡宮　壱千七百年式年大祭記念誌 琴崎八幡宮 2021年9月 Y175/ｺ

　天長地久 悠久の時を越えて

あなたのための短歌集 木下  龍也 ナナロク社 2021年11月 Y911/ｷ

〈ティーンズ〉

タフィー サラ  クロッサン 岩波書店 2021年10月 S933/ｸ

マイブラザー 草野　たき ポプラ社 2021年11月 SF/ｸｻ

青鬼調査クラブ　呪いの絵画の謎を解け！ ５ 黒田  研二∥原作 ＰＨＰ研究所 2021年11月 SF/ｸﾛ/5



〈児童〉

京都まるごと図鑑 塩原  直美∥監修 岩崎書店 2021年10月 29/ｷ

お札で学ぶ 日本の経済 １ くもん出版 2021年10月 33/ｵ/1

お札で学ぶ 日本の歴史 ２ くもん出版 2021年10月 33/ｵ/2

お札で学ぶ 日本の社会・世相 ３ くもん出版 2021年10月 33/ｵ/3

お札で学ぶ キャッシュレス時代とお札の未来 ４ くもん出版 2021年10月 33/ｵ/4

でんしゃ　ひとりでよめるずかん ２５４しゅるい！ 対象年齢３～６歳 学研プラス 2021年11月 54/ﾃﾞ

のりもの　ひとりでよめるずかん ２４４しゅるい！ 対象年齢３～６歳 学研プラス 2021年11月 68/ﾉ

レッツキャンプ いとう　みく 佼成出版社 2021年10月 91/ｲ

りりかさんのぬいぐるみ診療所　空色のルリエル かんの  ゆうこ 講談社 2021年11月 91/ｶ

魔女みならいのキク 草野  あきこ ＰＨＰ研究所 2021年11月 91/ｸ

鎌倉の姫将軍  北条政子 こぐれ  京 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 91/ｺ

はんぴらり！ きけんなきけんな鬼退治　４ 廣嶋  玲子 童心社 2021年11月 91/ﾋ/4

チャレンジミッケ！　 へんてこりんなおみせ １１ ウォルター  ウィック 小学館 2021年11月 E/ｳ/11

じゅうにし　どこいくの？ おくはら  ゆめ ほるぷ出版 2021年11月 E/ｵ

おしっこ、うんこはどこにいく？　 カワチ  レン アリス館 2021年11月 E/ｶ

　中川ひろたかのせいかつかがく絵本

ノラネコぐんだん　ラーメンやさん ラーメンやさん 白泉社 2021年11月 E/ｸ

あ・さ・ご・は・ん！ 武田  美穂 ほるぷ出版 2021年12月 E/ﾀ

おもち 彦坂  有紀 福音館書店 2021年11月 E/ﾋ

メンドリと赤いてぶくろ 村尾  亘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 E/ﾑ

おしょうがつパーティー　めでたいめでたい 山田  花菜 ほるぷ出版 2021年11月 E/ﾔ

〈高千帆分館〉

〈一般〉

健康にいいお酒の飲み方　酒好き名医が教える 大洋図書 2021年11月 498/ｹ

猫と生きる。 猫沢  エミ 扶桑社 2021年9月 645.7/ﾈ

駆込み女　はぐれ又兵衛例繰控　１ 坂岡  真 双葉社 2020年10月 BF/ｻｶ/1

鯖断ち　はぐれ又兵衛例繰控　２ 坂岡  真 双葉社 2020年11月 BF/ｻｶ/2

目白鮫　はぐれ又兵衛例繰控　３ 坂岡  真 双葉社 2021年5月 BF/ｻｶ/3

密命にあらず　はぐれ又兵衛例繰控　４ 坂岡  真 双葉社 2021年11月 BF/ｻｶ/4

〈児童〉

動物探偵ミア 〔１１〕　歌って！アルパカ ダイアナ  キンプトン ポプラ社 2021年11月 93/ｷ/11

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



あたらしく購入した本　 （１/１５～１/２１） 2022年1月22日作成

◇中央図書館

〈一般〉

絵や字が苦手でもかわいく仕上がる手帳・ノートレシピＢＯＯＫ 翔泳社 2021年10月 002.7/ｴ

手帳＆ノートの文房具アイデアＢＥＳＴ２５６ 扶桑社 2021年11月 002.7/ﾃ

  最新！今すぐ使いたい！

  ペン・スタンプ・ふせん・シールとっておき活用法 

パワポｄｅデザイン　ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔっぽさを脱却する新しいアイデア 菅  新汰 インプレス 2021年10月 007.6/ｽ

がんばらないことをがんばるって決めた。 考えるＯＬ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 159.6/ｶ

西国三十三所札所めぐり観音巡礼ルートガイド 改訂版 関西札所めぐりの会 メイツユニバーサルコンテンツ 2021年10月 186.9/ｶ

三浦綾子祈りのことば 三浦  綾子 日本キリスト教団出版局 2021年10月 194/ﾐ

漫画サピエンス全史 文明の正体編 ユヴァル  ノア  ハラリ∥原案 河出書房新社 2021年11月 209/ﾊ

古代豪族の興亡に秘められたヤマト王権の謎 古川  順弘 宝島社 2021年10月 210.3/ﾌ

北条氏の時代 本郷  和人 文藝春秋 2021年11月 210.4/ﾎ

世界を救うｍＲＮＡワクチンの開発者カタリン・カリコ 増田  ユリヤ ポプラ社 2021年10月 289.3/ｶ

るるぶ鹿児島 指宿  霧島  桜島 ’２２ ＪＴＢパブリッシング 2021年12月 291.9/ﾙ/22

サウナッサ メディアソフト 2021年12月 291/ｻ

  全国津々浦々、地元のサウナーが選んだ！

  とにかく行くべき日本のサウナ２５７

日経大予測 ２０２２ 日本経済新聞社∥編 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2021年11月 304/ﾆ/22

全国市町村要覧 令和０３年版 第一法規 2021年11月 318/ｾﾞ/21

「選択的」夫婦別姓 ＩＴ経営者が裁判を起こし、考えたこと 青野  慶久 ポプラ社 2021年11月 324.8/ｱ

図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本 ’２２年版 成美堂出版 2021年12月 336/ｽﾞ/ﾐﾄﾞﾘ

「部落」は今どうなっているのか 地域に住む人たちからの聞き取り 丹波  真理 部落問題研究所 2021年10月 361.8/ﾀ

老人の取扱説明書 新版 平松  類 ＳＢクリエイティブ 2021年10月 367.7/ﾋ

介護の現場と業界のしくみ 第２版 髙山  善文 ナツメ社 2021年11月 369.2/ﾀ

児童養護施設施設長殺害事件 大藪  謙介　他 中央公論新社 2021年10月 369.4/ｵ

  児童福祉制度の狭間に落ちた「子ども」たちの悲鳴

ヤングでは終わらないヤングケアラー 仲田  海人　他∥編著 クリエイツかもがわ 2021年10月 369/ﾅ

  きょうだいヤングケアラーのライフステージと葛藤

わくわく！納得！手話トーク 松岡  和美 くろしお出版 2021年10月 378.2/ﾏ

プディングの歴史 ジェリ  クィンジオ 原書房 2021年10月 383.8/ｸ

暮らしの科学 ５０の実験 近  芳明 風詠社 2021年9月 407.5/ｺ

ＷＨＹ  ＴＩＭＥ  ＦＬＩＥＳ アラン  バーディック 東洋館出版社 2021年10月 421/ﾊﾞ

  なぜ時間は飛ぶように過ぎるのか

きのこ図鑑 道端から奥山まで。採って食べて楽しむ菌活 牛島  秀爾 つり人社 2021年11月 474.8/ｳ

世界の美しい動物園と水族館 パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル 2021年10月 480.7/ﾊﾟ

たくましくて美しいウニと共生生物図鑑 山守  瑠奈 創元社 2021年10月 484.9/ﾔ

狭心症・心筋梗塞治療大全 三田村  秀雄∥監修 講談社 2021年10月 493.23/ｷ

脳梗塞治療大全 高木  誠∥監修 講談社 2021年10月 493.73/ﾉ

認知症の私から見える社会 丹野  智文 講談社 2021年9月 493.75/ﾀ

いちばん親切な更年期の教科書 閉経完全マニュアル 高尾  美穂 世界文化ブックス 2021年10月 495.13/ﾀ

卵子の大切な話 井沢  かおり ともあ 2021年9月 495.6/ｲ

  産業保健師からのアドバイス産みどきを知ってキャリアライフプランを

おうちメンタルケア入門 不安をそっと手放す方法 ベスリクリニック∥監修 主婦の友社 2021年11月 498.39/ｵ

在宅死のすすめ方 完全版 世界文化ブックス 2021年11月 498/ｻﾞ

  終末期医療の専門家２２人に聞いてわかった痛くない、後悔しない最期

カーボンニュートラル もうひとつの“新しい日常”への挑戦 巽  直樹 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2021年10月 519/ﾀ

名城を訪ねる旅 西日本編 「名城を訪ねる旅」製作委員会 東京ニュース通信社 2021年10月 521.8/ﾒ

正しく怖がるフィッシング詐欺 大角  祐介 オーム社 2021年10月 547.4/ｵ

「半導体」のことが一冊でまるごとわかる 井上  伸雄　他 ベレ出版 2021年11月 549.8/ｲ

ｍｉｎｉｍｏｆｕｕ  ｔｏｙの子どもがよろこぶフェルトのごっこあそびとおままごと ｍｉｎｉｍｏｆｕｕ  ｔｏｙ∥監修 朝日新聞出版 2021年11月 594/ﾐ

小麦粉を使わないもちふわ生米スイーツ リト史織 家の光協会 2021年11月 596.65/ﾘ

３６５日＃Ｔシャツ起業家 「食べチョク」で食を豊かにする農家の娘 秋元  里奈 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年2月 611.4/ｱ

タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 市川  啓一郎 農山漁村文化協会 2021年10月 626/ｲ

●新着資料リスト●



ひとつずつの色  ひとつずつの形  ひとつずつの生き方 岩野  開人　他 清流出版 2021年11月 673.7/ｲ

  リップル洋品店の仕事と暮らし

プロが語る胸アツ「神」漫画 １９７０－２０２０ きたがわ  翔 集英社インターナショナル 2021年10月 726.1/ｷ

りえさん手帖 ３ 西原  理恵子 毎日新聞出版 2021年11月 726/ｻ/3

ブルーピリオド １１ 山口  つばさ 講談社 2021年9月 726/ﾔ/11

〈第１０３回〉全国高等学校野球選手権大会公式記録集 朝日新聞社∥編著 朝日新聞出版 2021年12月 783.7/ｱ

雲上の巨人ジャイアント馬場 門馬  忠雄 文藝春秋 2021年10月 788.2/ｼﾞ

大西泰斗のそれわ英語ぢゃないだらふ 大西  泰斗 幻冬舎 2021年10月 835/ｵ

ぜんぶ愛。 安藤  桃子 集英社インターナショナル 2021年11月 914.6/ｱ

一人でぽつんと生きればいい 曽野  綾子 祥伝社 2021年11月 914.6/ｿ

ハムネット マギー  オファーレル 新潮社 2021年11月 933.7/ｵ

むき出し 兼近  大樹 文藝春秋 2021年10月 F/ｶﾈ

中野のお父さんの快刀乱麻 北村  薫 文藝春秋 2021年11月 F/ｷﾀ/3

ものがたりの賊（やから） 真藤  順丈 文藝春秋 2021年11月 F/ｼﾝ

聖刻 堂場  瞬一 講談社 2021年8月 F/ﾄﾞｳ

青天を衝け ４ 豊田  美加∥ノベライズ ＮＨＫ出版 2021年11月 F/ﾄﾖ/4

ディープフェイク 福田  和代 ＰＨＰ研究所 2021年10月 F/ﾌｸ

本が紡いだ五つの奇跡 森沢  明夫 講談社 2021年9月 F/ﾓﾘ

〈ティーンズ〉

えんま様のもっと！忙しい４９日間 〔３〕 霜月  りつ 小学館 2021年11月 SBF/ｼﾓ/3

サマーゴースト 乙一 集英社 2021年10月 SF/ｵﾂ

〈児童〉

今日は何の日？３６６日の感動物語 木平  木綿∥編 学研プラス 2021年11月 20/ｷ

はにわ埴輪 楽しく学べる歴史図鑑 若狭  徹∥監修 スタジオタッククリエイティブ 2021年11月 21/ﾊ

北条政子 鎌倉幕府を守り抜いた「尼将軍」 野村  朋弘∥監修 学研プラス 2021年11月 28/ﾎ

北条義時 鎌倉幕府をゆるぎないものにした真の立役者 河合  敦∥監修  解説 集英社 2021年11月 28/ﾎ

観察！いきものたちの夜のすがた １ 夜に走る、夜に飛ぶ動物たち 汐文社 2021年10月 46/ｶ/1

観察！いきものたちの夜のすがた ２ 夜に光る、夜に集まる魚たち 汐文社 2021年11月 46/ｶ/2

観察！いきものたちの夜のすがた ３ 夜に咲く、夜に眠る植物たち 汐文社 2021年11月 46/ｶ/3

世界一まぎらわしい動物図鑑 そっくりなのにぜんぜんちがう 今泉  忠明∥監修 小学館 2021年11月 48/ｾ

おとなも子どもも知っておきたい新常識生理のはなし 髙橋  怜奈∥監修 主婦と生活社 2021年11月 49/ｵ

ドラえもん探究ワールドｓｐｅｃｉａｌ 藤子  Ｆ  不二雄∥まんが 小学館 2021年11月 51/ﾌ

  いっしょに考えよう！１７の目標ＳＤＧｓでつくるわたしたちの未来

陸送会社図鑑 ゼロ∥監修 日経ＢＰ 2021年11月 53/ﾘ

マンガでおぼえる読解力があがる対義語・類義語 齋藤  孝 岩崎書店 2021年11月 81/ｻ

ぜんまいじかけのトリュフ おかしの国のお姫さま 綾  真琴 学研プラス 2021年11月 91/ｱ

とりあえずとりのはなし おくはら  ゆめ あかね書房 2021年11月 91/ｵ

しんぱいなことがありすぎます！ 工藤  純子 金の星社 2021年11月 91/ｸ

ばけねこキッチン 佐川  芳枝 講談社 2021年11月 91/ｻ

エレキテルの謎を解け 電気を発見した技術者平賀源内 鳴海  風 岩崎書店 2021年11月 91/ﾅ

十年屋と魔法街の住人たち 3 お天気屋と封印屋 廣嶋  玲子 静山社 2021年11月 91/ﾋ

しびと 阿部  海太 汐文社 2021年10月 E/ｱ/ｺﾜｲ

クリコ シゲタ  サヤカ 小学館 2021年11月 E/ｼ

にじゅうおくこうねんのこどく 塚本  やすし 小学館 2021年11月 E/ﾂ

よるはおやすみ はっとり  さちえ 福音館書店 2021年11月 E/ﾊ

こねこが まつおか  たつひで めくるむ 2021年11月 E/ﾏ

おおきなトラとシカのはんぶんくん レナード  ワイスガード 好学社 2021年11月 E/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　 （１/２２～１/２８） 2022年1月29日作成

◇中央図書館

〈一般〉

神業パワポ ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔで何でも作る！ ＰＰＤＴＰ インプレス 2021年10月 007.6/ﾋﾟ

ギネス世界記録 ２０２２ 角川アスキー総合研究所 2021年11月 031.5/ｷﾞ/22

絶滅危惧動作図鑑 藪本  晶子 祥伝社 2021年10月 049/ﾔ

ジャーナリズムの役割は空気を壊すこと 森  達也　他 集英社 2021年10月 070.1/ﾓ

報道現場 望月  衣塑子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 070.2/ﾓ

神話でたどる日本の神々 平藤  喜久子 筑摩書房 2021年11月 164.1/ﾋ

鎌倉・室町時代 キーパーソンと時代の流れで一気にわかる 朝日新聞出版 2021年11月 210.4/ｶ

なぜ眞子さまのご結婚はバッシングされたのか 皇室女子と「個人の意思」 香山  リカ 秀和システム 2021年11月 288.4/ｶ

ナワリヌイ プーチンがもっとも恐れる男の真実 ＮＨＫ出版 2021年11月 289.3/ﾅ

日本の海の絶景１００ すぐ行ける、非日常の大パノラマ 昭文社 2021年12月 291/ﾆ

茨城 大洗・水戸・つくば 〔２０２１－２〕 昭文社 2021年12月 291.3/ｲ

るるぶ北関東ベスト 群馬  栃木  茨城 〔２０２１〕 ＪＴＢパブリッシング 2021年12月 291.3/ﾙ/21

岐阜 飛騨高山・白川郷 〔２０２１〕 昭文社 2021年12月 291.5/ｷﾞ/21

宮崎  高千穂 日南・霧島 〔２０２１－２〕 昭文社 2021年12月 291.9/ﾐ

るるぶ熊本  阿蘇  天草 ’２２ ＪＴＢパブリッシング 2021年12月 291.9/ﾙ/22

地球の歩き方 Ｄ１４ モンゴル ２０２０～２０２１年版 ダイヤモンド・ビッグ社 2021年1月 292.2/ﾓ/4-14

地球の歩き方 Ｄ１９ マレーシア ブルネイ ２０２０～２０２１年版 ダイヤモンド・ビッグ社 2021年1月 292.3/ﾏ/4-19

亡国の危機 櫻井  よしこ 新潮社 2021年10月 304/ｻ

文藝春秋オピニオン２０２２年の論点１００ 文藝春秋 2022年1月 304/ﾌﾞ

ウイグル大虐殺からの生還  再教育収容所地獄の２年間 グルバハール  ハイティワジ　他 河出書房新社 2021年10月 316.8/ﾊ

職務質問 古野  まほろ 新潮社 2021年10月 317.7/ﾌ

全国に３０万ある「自治会」って何だ！ 小田  光雄　他 論創社 2021年11月 318.8/ｵ

夫婦別姓 家族と多様性の各国事情 栗田  路子　他 筑摩書房 2021年11月 324.8/ｸ

変異する資本主義 中野  剛志 ダイヤモンド社 2021年11月 332/ﾅ

経済がわかる論点５０ みずほリサーチ＆テクノロジーズ 東洋経済新報社 2021年12月 332.1/ﾐ/22

母のトリセツ 黒川  伊保子 扶桑社 2021年11月 367.3/ｸ

ゼロからスタート！馬淵敦士のケアマネ１冊目の教科書 ２０２２年度版 馬淵  敦士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 369.1/ﾏ

「家族介護」のきほん 翔泳社 2021年11月 369.2/ｶ

  経験者の声に学ぶ、介護の「困り事」「不安」への対処法

比べない子育て 田宮  由美 １万年堂出版 2021年10月 379.9/ﾀ

天文年鑑 ２０２２年版 誠文堂新光社 2021年11月 440.5/ﾃ/22

自然散策が楽しくなる！岩石・鉱物図鑑 池田書店 2021年10月 458/ｼ

「けいらく」で体を整える 刑部  正道 現代書林 2021年10月 490.9/ｵ

  東洋医学・経絡で考える すっきりしない自分のためにできること

最強脳 『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業 アンデシュ  ハンセン 新潮社 2021年11月 491.37/ﾊ

糖尿病の基本の食事 改訂新版 学研プラス 2021年11月 493.12/ﾄ/ｼｮｸﾘｮｳﾎｳ

発達障害という才能 岩波  明 ＳＢクリエイティブ 2021年11月 493.76/ｲ

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ  コロナ論 ４ 小林  よしのり 扶桑社 2021年11月 498.6/ｺ/4

コロナ戦記 医療現場と政治の７００日 山岡  淳一郎 岩波書店 2021年11月 498.6/ﾔ

環境年表 第７冊（２０２１－２０２２） 丸善出版 2021年11月 519/ｶ/7

夢の宇宙旅行完全ガイド 宝島社 2021年12月 538.9/ﾕ

  いよいよ始まった民間人による宇宙旅行の全貌を解説

にっぽん全国おみやげおやつ 甲斐  みのり 白泉社 2021年11月 588.3/ｶ

おうちでできちゃう！カスタマイズお直し 髙畠  海 新星出版社 2021年11月 593.3/ﾀ/ｺｽ

買い物１回でＯＫ！どんなずぼらさんでも１週間の夜ごはんが作れる本 ｍａｋｏ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 596/ﾏ/ｵﾚ

Ａｍａｚｏｎ出店の王道 中小企業の新販路その施策とアイデア 及川  謙一 技術評論社 2021年10月 673.3/ｵ

元ルイ・ヴィトントップ販売員の接客フレーズ言いかえ事典 土井  美和 大和出版 2021年11月 673.3/ﾄﾞ/ｸﾛ

  無難なフレーズ心が動くフレーズ

筑紫哲也『ＮＥＷＳ２３』とその時代 金平  茂紀 講談社 2021年11月 699.6/ｶ

木村伊兵衛  写真に生きる 木村  伊兵衛 クレヴィス 2021年11月 748/ｷ

４７都道府県・伝統工芸百科 関根  由子　他 丸善出版 2021年10月 750.2/ｾ

宮廷のデザイン 近世・近代の御下賜の品々 八條  忠基 平凡社 2021年11月 750.8/ﾊ

●新着資料リスト●



〈令和〉そつえんソング大全集 ケイ・エム・ピー 2021年11月 763.2/ﾚ/ｶﾞｸﾌ

  ～たくさんの思い出ありがとう、あなたの笑顔が宝物～ 簡易伴奏ピアノ・ソロ

細野観光１９６９－２０２１ 朝日新聞出版 2021年11月 767.8/ﾎ

  細野晴臣デビュー５０周年記念展オフィシャルカタログ

エヴァンゲリオンと鉄道：補完計画 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人 2021年11月 778.7/ﾀ

  エヴァの世界を走った鉄道たちのサードインパクト！

英語の前置詞使いわけ図鑑 イラストでイメージがつかめる 清水  建二 アスコム 2021年11月 835.6/ｼ

３６６日文学の名言 頭木  弘樹　他 三才ブックス 2021年12月 902.7/ｶ

エモーショナルきりん大全 上篠  翔 書肆侃侃房 2021年10月 911.1/ｶ

和歌のタイムライン 年表でよみとく和歌・短歌の歴史 三弥井書店 2021年11月 911.1/ﾜ

桃花源の幻 格  非 アストラハウス 2021年11月 923.7/ｶ

ガラスの顔 フランシス  ハーディング 東京創元社 2021年11月 933.7/ﾊ

相棒 ｓｅａｓｏｎ１９  中 輿水  泰弘　他∥脚本 朝日新聞出版 2021年11月 BF/ｺｼ/19

後宮の烏 ６ 白川  紺子 集英社 2021年8月 BF/ｼﾗ/6

うちのレシピ 瀧羽  麻子 新潮社 2021年11月 BF/ﾀｷ

もう生まれたくない 長嶋  有 講談社 2021年11月 BF/ﾅｶﾞ

福の神 大江戸閻魔帳 ６ 藤井  邦夫 講談社 2021年11月 BF/ﾌｼﾞ/6

日曜劇場  日本沈没－希望のひと－ 上 蒔田  陽平 扶桑社 2021年11月 BF/ﾏｷ

ミチクサ先生 上 伊集院  静 講談社 2021年11月 F/ｲｼﾞ

ミチクサ先生 下 伊集院  静 講談社 2021年11月 F/ｲｼﾞ

神曲（しんきょく） 川村  元気 新潮社 2021年11月 F/ｶﾜ

Ｒ．Ｉ．Ｐ． 安らかに眠れ 久坂部  羊 講談社 2021年11月 F/ｸｻ

神よ憐れみたまえ 小池  真理子 新潮社 2021年6月 F/ｺｲ

〈ティーンズ〉

探偵はもう、死んでいる。 ５ 二語十 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年5月 SBF/ﾆｺﾞ/5

探偵はもう、死んでいる。 ６ 二語十 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 SBF/ﾆｺﾞ/6

鬼滅の刃 ノベライズ おそわれた刀鍛冶の里編 吾峠  呼世晴∥原作 集英社 2021年11月 SF/ｺﾞﾄ
転生したらスライムだった件 １９ 伏瀬 マイクロマガジン社 2021年12月 SF/ﾌｾ/19

みぎがわ ゆきはる 講談社 2021年11月 SF/ﾕｷ

〈児童〉

北条義時 武士の世を開いた男 講談社 2021年11月 28/ﾎ

実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ３９ 朝日新聞出版 2021年11月 40/ｼﾞ/39

消えゆく動物たちを救え 子どものための絶滅危惧種ガイド ミリー  マロッタ 光文社 2021年11月 48/ﾏ

勝つ！百人一首「競技かるた」完全マスター 改訂版 メイツユニバーサルコンテンツ 2021年11月 91/ｶ/ｷ

小説  映画ドラえもん  のび太の南極カチコチ大冒険 白井  かなこ 小学館 2021年12月 91/ｼ

５文字で百人一首 すとう  けんたろう 講談社 2021年5月 91/ｽ/ｷ

銀杏堂 〔２〕 スフィンクスのつめ 橘  春香 偕成社 2021年12月 91/ﾀ/2

きずなの兄弟と鎌倉殿 曽我物語 時海  結以 講談社 2021年11月 91/ﾄ

かいけつゾロリ  きょうふのダンジョン 原  ゆたか ポプラ社 2021年12月 91/ﾊ

四つ子ぐらし １０ 四つ子記者と七ふしぎのナゾ ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 91/ﾋ/10

グレッグのダメ日記 １６ はじめて、あじわえたよ ジェフ  キニー ポプラ社 2021年11月 93/ｷ/16

手話の町の図書館となぞのメッセージ チャーリーとフロッグ カレン  ケイン 岩崎書店 2021年11月 93/ｹ

スカーレットとブラウン あぶないダークヒーロー ジョナサン  ストラウド 静山社 2021年11月 93/ｽ

たことさる 新井  洋行 佼成出版社 2021年11月 E/ｱ

ハナはへびがすき 蟹江  杏 福音館書店 2021年11月 E/ｶ

ピンクはおとこのこのいろ イダ  カバン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 E/ｶ

うちのくるまはバン！！ 鎌田  歩 アリス館 2021年11月 E/ｶ

ヤマネのぼうやはねむれない！？ ケルスティン  シェーネ ひさかたチャイルド 2021年11月 E/ｼ

わたしのマントはぼうしつき 町田  尚子 岩崎書店 2021年11月 E/ﾏ

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


