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《総記》 《社会科学》

本屋を守れ : 読書とは国力 藤原正彦 著 PHP研究所      019/ﾌ    老～い、どん!

私は本屋が好きでした  : 70～90代あなたにも「ヨタヘロ期」がやってくる 樋口恵子 著 婦人之友社      367/ﾋ       

 : あふれるヘイト本、つくって売るまでの舞台裏 永江朗 著 太郎次郎社エディタス      024/ﾅ            ありのままがあるところ 福森伸 著 晶文社      369/ﾌ        

《哲学》 孤塁 : 双葉郡消防士たちの3・11 吉田千亜 著 岩波書店      369/ﾖ       

急に具合が悪くなる 宮野真生子  磯野真穂 著 晶文社      114/ﾐ           超難関中学のおもしろすぎる入試問題 松本亘正 著 平凡社      376/ﾏ     

Think Smart : 間違った思い込みを避けて、 《自然科学》

                        賢く生き抜くための思考法 ロルフ  ドベリ 著 サンマーク出版      141/ﾄﾞ      算数からはじめて一生使える確率・統計 佐々木彈 著 河出書房新社      417/ｻ    

70歳のたしなみ 坂東眞理子 著 小学館      159/ﾊﾞ   時間はどこから来て、なぜ流れるのか?

神様が教えてくれた縁結びのはなし  : 最新物理学が解く時空・宇宙・意識の「謎」 吉田伸夫 著 講談社      421/ﾖ       

      ': 直接きいてわかった良縁あれこれ 桜井識子 著 幻冬舎      175/ｻ        雨の名前 高橋順子 文 小学館      451/ﾀ     

空海人生お遍路 名取芳彦 著 幻冬舎      188/ﾅ        虹の図鑑 : しくみ、種類、観察方法 武田康男 文  写真 緑書房      451/ﾀ         

世界でいちばん素敵な聖書の教室 おしゃべりな糖

        = The World's Most Wonderful Classroom of The Bible 町田俊之 監修 三才ブックス      193/ｾ      　　　　 : 第三の生命暗号、糖鎖のはなし 笠井献一 著 岩波書店      464/ｶ          

《歴史》 日本のアジサイ図鑑 川原田邦彦  三上常夫  若林芳樹 著柏書房      479/ｶ   

くずし字辞典を引いて古文書を読もう 油井宏子 著 東京堂出版      210/ｱ     空気を読む脳 中野信子 [著] 講談社      491/ﾅ        

決定版面白いほどよくわかる!家紋と名字 高澤等 家紋監修 西東社      288/ｹ    ゲーム依存からわが子を守る本

もっとゆる山歩き : いつだって山日和 西野淑子 著 東京新聞      291/ﾆ    　　　　 : 正しい理解と予防・克服の方法 花田照久  八木眞佐彦 監修 大和出版      493/ｹﾞ   

《社会科学》 認知症予防のカキクケコメソッド

日本がわかる経済学 : NHKラジオビジネス塾 飯田泰之 著 NHK出版      331/ｲ    : 20万人の脳診断と最新科学からわかった 菅原道仁 著 かんき出版      493/ｽ    

池上彰のやさしい経済学 池上彰 著 日本経済新聞出版社      331/ｲ    女性のがん心のケア

知識ゼロでも自分でできる!
　　　　　　　　 : がん患者さんと家族のための診療室
　　　　　　　　　 : やさしく寄り添い心を立て直す 大西秀樹 筆 つちや書店      494/ｵ   

　　　　　個人事業の始め方 : オールカラー 藤井幹久 監修 ナツメ社      335/ﾁ    前立腺がん治療をのりきる生活・食事・お金赤倉功一郎  蒲池桂子 監修 主婦の友社      494/ｾﾞ      

仕事のムダとり図鑑 1日10分でOK!体幹を鍛える最強の「歩き方」

 　　　　　　: やめるだけで成果が上がる! 岡田充弘 著 かんき出版      336/ｵ   
　　　　　　　　 : 1本の線上を歩くイメージで足を運ぶだけ!
　　　　　　　　　 : 「足運び」を変えるだけで、体の不調が解決! 木場克己 著 主婦と生活社      498/ｺ       

世界トップエリートのコミュ力の基本 新聞紙体操 : もう転ばない!倒れない!老けない! 林泰史 著 ワニブックス      498/ﾊ    

 : ビジネスコミュニケーション能力を劇的に高める33の絶対ルール ムーギー  キム 著 PHP研究所      336/ｷ    《技術・工学・工業》

Think CIVILITY 家事ドリル = kaji drill

 : 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である クリスティーン  ポラス 著 東洋経済新報社      336/ﾎﾟ      　　　: らくコツ&時短テクが身につく! 本間朝子 監修 新星出版社      590/ｶ     

親の介護の不安や疑問が解消する本 泡立てて作るスイーツ石けん = SWEETS SOAP

 　　　　: やるべきことがストーリーでわかる 田中克典 著 日本実業出版社      364/ﾀ   　　　 : リアルな見た目や感触が楽しい 木下和美 著 グラフィック社      594/ｷ     

誰にも言えない夫婦の悩み相談室 小野美世 著 WAVE出版      367/ｵ    

新 着 図 書 の ご 案 内 受入日5/26~6/10 新 着 図 書 の ご 案 内 受入日5/26~6/10
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《技術・工学・工業》 《言語》

ハワイアンキルトのある部屋 すごい自己紹介

 　　　　= Living with Hawaiian Quilts マエダメグ 著 グラフィック社      594/ﾏ     
 　　　　　　　　　= PERFECT SELF INTRODUCTION
　　　　　　　　　　 : 人も仕事もお金も引き寄せる 横川裕之 著 日本実業出版社      809/ﾖ   

うしろシティ阿諏訪の簡単&絶品!キャンプ料理 阿諏訪泰義 著 ぴあ      596/ｱ     あて字の素姓 : 常用漢字表「付表」の辞典 田島優 著 風媒社      811/ﾀ     

いつでも焼きたて!すごい!作りおきパン 吉永麻衣子 [著] 宝島社      596/ｲ      《文学》

カフェスイーツvol.198 柴田書店      596/ｶ      太宰を読んだ人が迷い込む場所 齋藤孝 著 PHP研究所      910/ｻ     

アレンジおかずがいっぱい！ 老いの練習帳 外山滋比古 著 朝日新聞出版      914/ﾄ    

　　　　　　　夜ごはんから作るお弁当 阪下千恵/著 ぴあ      596/ｻ    だから、何。 中野翠 著 毎日新聞出版      914/ﾅ    

大胆男と賢い女のホットサンド 結婚の奴 能町みね子 著 平凡社      914/ﾉ   
　　　　　　 = Hot Sand OF THE MAN AND WOMAN
　　　　　　 : 作ってあげたい、一緒に作りたいアツアツレシピ バウルーホットサンドカフェ 著 グラフィック社      596/ﾊﾞ        《外国文学》

おいしいおはなし : 子どもの物語とレシピの本 本とごちそう研究室 著 グラフィック社      596/ﾎ      アリバイ アガサ  クリスティー 原作 原書房      932/ｸ       

《産業》 首のない女 クレイトン  ロースン 著 原書房      933/ﾛ    

アジサイの世界 : その魅力と楽しみ方 日本アジサイ協会  鎌倉アジサイ同好会 監修家の光協会      627/ｱ  《文庫》

春夏秋と楽しめるかわいいコンテナガーデン 老いる勇気 : これからの人生をどう生きるか 岸見一郎 著 PHP研究所 B159/ｷ    

　　　　　: small bright GARDENS エマ  ハーディ 著 グラフィック社      627/ﾊ  俺だって子供だ! 宮藤官九郎 著 文藝春秋 B914/ｸ     

犬の愛と人の愛 : 涙があふれる25の物語 石川利昭 著 緑書房      645/ｲ    八本脚の蝶 二階堂奥歯 著 河出書房新社 B914/ﾆ     

災害で消えた小さな命 うさ 著 毎日新聞出版      645/ｳ   夜間飛行 サン=テグジュペリ 著 光文社 B953/ｻ    

アジサイはなぜ葉にアルミ毒をためるのか 人間の大地 サン=テグジュペリ 著 光文社 B954/ｻ      

　　　 : 樹木19種の個性と生き残り戦略 渡辺一夫 著 築地書館      653/ﾜ   もののけ : 〈怪異〉時代小説傑作選 朝井まかて  小松エメル  三好昌子  森山茂里  加門七海  宮部みゆき 著PHP研究所 BF/ｱ     

ひとこと接客英語 雲の果 : 長編時代小説 あさのあつこ 著 光文社 BF/ｱ          

: 飲食店・ショップ・宿泊施設シンプルだからすぐに話せる! パピヨン麻衣 著 同文舘出版      673/ﾊﾟ    7デイズ・ミッション : 日韓特命捜査 五十嵐貴久 著 PHP研究所 BF/ｲ    

奇跡の論文図鑑 武士の流儀 稲葉稔 著 文藝春秋 BF/ｲ/1       

 　　　　: ありえないネタを、クリエイティブに! NHK「ろんぶ～ん」制作班 編著 NHK出版      699/ｷ     武士の流儀 稲葉稔 著 文藝春秋 BF/ｲ/2       

紅白歌合戦ウラ話 合田道人 著 全音楽譜出版社      699/ｺﾞ    武士の流儀 稲葉稔 著 文藝春秋 BF/ｲ/3       

《芸術》 鎖国 上田秀人 著 集英社 BF/ｳ/3       

ここを変えればグッと良くなる背景画の描き方 潜入味見方同心 風野真知雄 [著] 講談社 BF/ｶ/1       

　　　　　　　 : キャラを生かす背景 酒井達也 著 玄光社      726/ｻ     潜入  味見方同心(二)  陰膳だらけの宴 風野真知雄 講談社文庫 BF/ｶ/2       

キャパとゲルダ : ふたりの戦場カメラマン マーク  アロンソン  マリナ  ブドーズ 著 あすなろ書房      740/ｱ    うちの旦那が甘ちゃんで 神楽坂淳 [著] 講談社 BF/ｶ/7       

366日映画の名言 品川亮 選  文 三才ブックス      778/ｼ     おこん春暦 佐伯泰英 著 文藝春秋 BF/ｻ             

キャンプ雑学大全 赤い雨 : 文庫書下ろし/長編時代小説

　≂A Beginners Guide to Camping:実用版 牛田浩一 著 三才ブックス      786/ｳ   　　　　　　　　 : 新・吉原裏同心抄 2 佐伯泰英 著 光文社 BF/ｻ/2       

登山ボディ 芳須勲 監修  著 山と溪谷社      786/ﾖ   嵯峨野花譜 葉室麟 著 文藝春秋 BF/ﾊ      
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《小説》 《総記》

発注いただきました! アベベのぼうけん : プログラムすごろく 佐藤雅彦  石澤太祥  貝塚智子 さく 小学館 K00/ｻ/2       

 　　= Thank you for ALL orders! 朝井リョウ 著 集英社      F/ｱ    《歴史》

流人道中記 浅田次郎 著 中央公論新社      F/ｱ/1       ヒロシマ消えたかぞく 

流人道中記 浅田次郎 著 中央公論新社      F/ｱ/2       ≃A Family in Hiroshima-Their Vanished Dreams 指田和 著 ポプラ社 K210/ｻ          

ピカソになれない私たち 一色さゆり 著 幻冬舎      F/ｲ        風を切って走りたい! 

去年の雪 江國香織 KADOKAWA      F/ｴ                  : 夢をかなえるバリアフリー自転車 高橋うらら 著 金の星社 K289/ﾀ        

今日も町の隅で 小野寺史宜 KADOKAWA      F/ｵ      グレタのねがい : 地球をまもり未来に生きる

静かなる太陽 霧島兵庫 中央公論新社      F/ｷ           : 大人になるまで待つ必要なんてない ヴァレンティナ  キャメリニ 著 西村書店東京出版編集部 K289/ﾄ          

チンギス紀 北方謙三 著 集英社      F/ｷ/7       北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 中山由美 文  写真 学研プラス K297/ﾅ          

アパレル興亡 黒木亮 著 岩波書店      F/ｸ     《社会科学》

たおやかに輪をえがいて 窪美澄 著 中央公論新社      F/ｸ    大人になってこまらない

稚児桜 : 能楽ものがたり 澤田瞳子 著 淡交社      F/ｻ    　　　　　　　　マンガで身につく税金のちしき 泉美智子 監修 金の星社 K345/ｵ       

ダーク・ブルー = DARKBLUE 真保裕一 著 講談社      F/ｼ     なぜ僕らは働くのか  

ひこばえ 重松清 著 朝日新聞出版      F/ｼ/1       君が幸せになるために考えてほしい大切なこと 池上彰  監修 学研プラス K366/ｲ        

ひこばえ 重松清 著 朝日新聞出版      F/ｼ/2       平和のバトン

終の盟約 楡周平 著 集英社      F/ﾆ      : 広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶 弓狩匡純 著 くもん出版 K369/ﾕ           

掟上今日子の設計図 西尾維新 著 講談社      F/ﾆ   《自然科学》

帝国 花村萬月 著 講談社      F/ﾊ     宇宙の終わりってどうなるの?

赤の王 = The King of Red Genies 廣嶋玲子 著 東京創元社      F/ﾋ       　　　　: 超図解!宇宙のしくみと最新宇宙論がよくわかる 佐藤勝彦 監修 誠文堂新光社 K443/ｳ      

神域 = SANCTUARY 真山仁 著 毎日新聞出版      F/ﾏ/1       星座と神話のキャラクター図鑑

神域 = SANCTUARY 真山仁 著 毎日新聞出版      F/ﾏ/2        　　　: 夜空を見上げるのが楽しくなる! 渡部潤一 監修 日本図書センター K443/ﾖ        

ペンギンは空を見上げる 八重野統摩 著 東京創元社      F/ﾔ       カラスのジョーシキってなんだ?

虹の魔法のものがたり 吉田麻子 著 エイチエス      F/ﾖ          　　　:おもしろ生き物研究 柴田佳秀 文 子どもの未来社 K488/ｼ       

《技術・工学・工業》

飛行機のサバイバル : 生き残り作戦 ゴムドリco. 文 朝日新聞出版 K538/ｺﾞ/1       

飛行機のサバイバル : 生き残り作戦 ゴムドリco. 文 朝日新聞出版 K538/ｺﾞ /2       

ショッキングピンク・ショック!

 : 伝説のファッションデザイナー エルザ・スキャパレリの物語 キョウ  マクレア 文 フレーベル館 K593/ﾏ        
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《芸術》 スキップスキップ あまんきみこ 作 ひさかたチャイルド      E/ｱ          

キャンプでやってみる子どもサバイバル わたしのかさはそらのいろ

 　　　　　　　　　　　　: 生きる力を育む 川口拓 著 ベースボール・マガジン社 K786/ｶ     = MY FAVORITE UMBRELLA IN SKY BLUE あまんきみこ さく 福音館書店      E/ｱ         

《文学》 バレエのおけいこ 石津ちひろ 文 ブロンズ新社      E/ｲ          

天使のにもつ いとうみく 著 童心社 K913/ｲ      ごろりんたまねぎ いわさゆうこ さく 童心社      E/ｲ        

しもやけぐま 今江祥智 ぶん 文研出版 K913/ｲ      どこへいくの?ともだちにあいに! いわむらかずお 作 童心社      E/ｲ         

朔と新 いとうみく 著 講談社 K913/ｲ    だれかいるみたい    こどものとも年少版
イチンノロブ・ガンバートル/文  津田紀子/訳
バーサンスレン・ボロルマー/絵 福音館書店      E/ｲ

天使のにもつ いとうみく 著 童心社 K913/ｲ       山はしっている リビー  ウォルデン 作 鈴木出版      E/ｳｫ     

ピアノをきかせて 小俣麦穂 著 講談社 K913/ｵ     あめふりさんぽ えがしらみちこ 作 講談社      E/ｴ 

月(るな)と珊瑚 上條さなえ 著 講談社 K913/ｶ        だんしゃく王とメークイン女王 苅田澄子 文 講談社      E/ｶ       

ふでばこから空 北川チハル 作 文研出版 K913/ｷ      サンゴのもり きむらだいすけ さく イマジネイション・プラス      E/ｷ        

しらゆきちりかちっちゃいな 薫くみこ 作 PHP研究所 K913/ｸ        星のなる木 くすのきしげのり 作 星の環会      E/ｸ          

たまねぎとはちみつ 瀧羽麻子 作 偕成社 K913/ﾀ         つくえはつくえ 五味太郎 [作] 偕成社      E/ｺﾞ    

きみが、この本、読んだなら
戸森しるこ  おおぎやなぎちか
赤羽じゅんこ  池田ゆみる 作 さ・え・ら書房 K913/ﾄ       にじ さくらいじゅんじ 文 福音館書店      E/ｻ      

ゆかいな床井くん 戸森しるこ 著 講談社 K913/ﾄ        へらへらおじさん  こどものとも 佐々木マキ 福音館書店      E/ｻ     

十年屋と魔法街の住人たち：いろどり屋  2 廣嶋玲子 静山社 K913/ﾋ/2       おおおとことオムライス 杉本憲一 著 文芸社      E/ｽ     

青いあいつがやってきた!? 松井ラフ 作 文研出版 K913/ﾏ         ながーい5ふんみじかい5ふん
リズ  ガートン  スキャンロン
オードリー  ヴァーニック 文 光村教育図書      E/ｽ     

ちょきんばこのたびやすみ 村上しいこ さく PHP研究所 K913/ﾑ        おはなみバス すとうあさえ ぶん ほるぷ出版      E/ｽ       

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上一平 作 新日本出版社 K913/ﾓ            さくらがさくと とうごうなりさ さく 福音館書店      E/ﾄ      

わたしの空と五・七・五 森埜こみち 作 講談社 K913/ﾓ           はじまるよはじまるよ : 0・1・2さい 

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上一平 作 新日本出版社 K913/ﾓ     　　　: おててのたいそうおやこでいっしょに! とよたかずひこ 作 世界文化社      E/ﾄ     

マレスケの虹 森川成美 作 小峰書店 K913/ﾓ          ぱかぱかももんちゃん とよたかずひこ さく  え 童心社      E/ﾄ        

タヌキのきょうしつ 山下明生 作 あかね書房 K913/ﾔ      ママのたんじょうび! 刀根里衣 絵  文 小学館      E/ﾄ       

とうふやのかんこちゃん 吉田道子 文 福音館書店 K913/ﾖ       わたしはせいか・ガブリエラ  

ねこと王さま ニック  シャラット 作  絵 徳間書店 K933/ｼ          　　　　　　　　こどものとも年中向き 東郷聖美/さく・え 福音館書店      E/ﾄ 

11番目の取引 アリッサ  ホリングスワース 作 鈴木出版 K933/ﾎ       おれ、よびだしになる 中川ひろたか 文 アリス館      E/ﾅ      

飛行士と星の王子さま あめあめふれふれねずみくん なかえよしを 作 ポプラ社      E/ﾅ         

　　　　　 : サン=テグジュペリの生涯 ピーター  シス 文  絵 徳間書店 K950/ｼ          おれ、よびだしになる 中川ひろたか 文 アリス館      E/ﾅ         

飛ぶための百歩 ジュゼッペ  フェスタ 作 岩崎書店 K973/ﾌ       ひだまり 林木林 文 光村教育図書      E/ﾊ     

じゃがいもひめとさつまいもひめ はらぺこめがね 作  絵 鈴木出版      E/ﾊ      

新着児童図書のご案内 受入日5/26~6/10 新着絵本のご案内 受入日5/26~6/10



書名 著者名 出版者 請求記号

おばけのやだもん どうぶつえんにいく ひらのゆきこ さく  え 教育画劇      E/ﾋ          

パタパタ歌えほん  たいそうおばけ 藤本ともひこ すずき出版      E/ﾌ         

チョコアラくん 藤本ともひこ 作  絵 鈴木出版      E/ﾌ         

やたいのおやつ ふじもとのりこ 作  絵 鈴木出版      E/ﾌ       

やさいもぐもぐ ふくざわゆみこ さく  え ひかりのくに      E/ﾌ      

くすのきだんちのねむりいす 武鹿悦子 作 ひかりのくに      E/ﾌﾞ        

いっぱいやさいさん まど  みちお 文 至光社      E/ﾏ       

バッタロボットのぼうけん まつおかたつひで [作] ポプラ社      E/ﾏ      

みてるのだーれ  こどものとも  0・1・2 松岡達英  作 福音館書店      E/ﾏ      

おかいものなんだっけ? 宮野聡子 作 講談社      E/ﾐ     

やさいだいすき 柳原良平 作  絵 こぐま社      E/ﾔ      

アンパンマンとカレンのもり やなせたかし 作  絵 フレーベル館      E/ﾔ       

ステップアップ0歳音読 : 親子で楽しむ知育 山口謠司 絵  ことば さくら舎      E/ﾔ    

春がきたよ、ムーミントロール
トーベ  ヤンソン
ラルス  ヤンソン 原作  絵 徳間書店      E/ﾔ     

いつもぎゅっとそばに マックス  ルケード 作 女子パウロ会      E/ﾙ        

新着絵本のご案内 受入日5/26~6/10


