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《総記》 《自然科学》

明日の自分が確実に変わる10分読書 吉田裕子 著 集英社      019/ﾖ       天空のアリ植物

《哲学》  　　: 見上げる森には不思議がいっぱい 盛口満 著 八坂書房      462/ﾓ   

イラストで読むキーワード哲学入門 永野潤 著 白澤社      100/ﾅ    まちの植物のせかい 

哲学のやさしく正しい使い方 : 叡智への道 フレデリック  ルノワール 著 中央公論新社      100/ﾙ     　　　　: そんなふうに生きていたのね 鈴木純 文  写真 雷鳥社      470/ｽ   

数学的思考ができる人に世界はこう見えている 育て方がよくわかる世界の食虫植物図鑑

 　　　　: ガチ文系のための「読む数学」 齋藤孝 著 祥伝社      141/ｻ          
　　　 : アジア、アメリカ、アフリカ、オーストラリア、
　　　　　ヨーロッパ各国の特徴ある食虫植物の育て方 田辺直樹 著 日本文芸社      471/ﾀ           

運勢が花開く!いちばんやさしい姓名判断 家のネコと野生のネコ 澤井聖一 本文  写真解説 エクスナレッジ      489/ｻ    

 　　= Easy-to-Understand Onomancy 福田有宵 監修 ナツメ社      148/ｳ     からだと病気のしくみ講義 仲野徹 著 NHK出版      491/ﾅ     

きっと明日はいい日になる 田口久人 著 PHP研究所      159/ﾀ     ADHDの正体 : その診断は正しいのか 岡田尊司 著 新潮社      493/ｵ       

なんで僕に聞くんだろう。 幡野広志 著 幻冬舎      159/ﾊ    胃を切った人を元気いっぱいにする食事160

神になった日本人  : 再発を防ぐ!体をいたわるおいしいレシピ 土田知史  長晴彦  落合由美 監修 主婦の友社      493/ｻ    

　　　 : 私たちの心の奥に潜むもの 小松和彦 著 中央公論新社      175/ｺ  寝ながらできる認知症予防 山崎律子  上野幸 編 ミネルヴァ書房      493/ﾈ/1       

《歴史》 寝ながらできる認知症予防 山崎律子  上野幸 編 ミネルヴァ書房      493/ﾈ/2       

斗南藩 : 泣血の記 松田修一 著 東奥日報社      212/ﾏ    世界中の女子が読んだ!からだと性の教科書
エレン  ストッケン  ダール  ニナ
　　　　　　　　　　　ブロックマン 著 NHK出版      495/ﾀﾞ       

戦国武将の兄弟姉妹たち 橋場日月 著 辰巳出版      281/ﾊ    ストレスマネジメントでめまい・耳鳴り

明智光秀幻想記 　　　　　　　　　'・難聴を自分で治す本 石井正則 著 二見書房      496/ｲ          

　 : 本能寺の変・光秀謀反の真相と真実 秋生騒 著 文芸社      289/ｱ      「空腹」こそ最強のクスリ 青木厚 著 アスコム      498/ｱ      

サガレン = Saghalien 医師がすすめる抗酸化ごま生活 伊藤明子 著 アスコム      498/ｲ        

　　　　　 : 樺太/サハリン境界を旅する 梯久美子 著 KADOKAWA      292/ｶ   100年生きる免疫力UPごはん 小林弘幸 監修 扶桑社      498/ｴ        

《社会科学》 心と体のもやもやがスーッと消える食事術 工藤孝文 著 文藝春秋      498/ｸ     

日本でいちばん大切にしたい会社 坂本光司 著 あさ出版      335/ｻ  健康長寿の方程式

「さみしさ」の力：孤独と自立の心理学 榎本  博明/著 筑摩書房      371/ｴ     　　　：食・運動・睡眠これだけ守ればＯＫ 白澤卓二/監修 笠倉出版社      498/ｹ          

PC1人1台時代の間違えない学校ICT 堀田龍也 編著 小学館      375/ﾎ   《技術・工学・工業》

1万組の親子をみてきた幼稚園の理事長が教える! 宇宙開発の未来年表 寺門和夫 [著] イースト・プレス      538/ﾃ    

　わが子が幸せになるために必要な3つの力 山﨑拓史 著 幻冬舎メディアコンサルティング      379/ﾔ   あかりの学校 : 心安らぐ手作りのあかり 橋田裕司 著 マール社      545/ﾊ   

《自然科学》 土とワイン

銀河の片隅で科学夜話 : 物理学者が語る、  　: 土壌が教える自然ワインと造り手たち
アリス  ファイアリング  パスカリーヌ
　　　　　　　　　　ルペルティエ 著 エクスナレッジ      588/ﾌ     

すばらしく不思議で美しいこの世界の小さな驚異 全卓樹 著 朝日出版社      404/ｾﾞ      日本人の暮らしを彩る和雑貨

数学ガールの秘密ノート
 = A Japanese Sense of Lifestyle-Wazakka
 : 日英対訳 君野倫子 著 IBCパブリッシング      589/ｷ          

 = Mathematical Girls:The Secret Notebook 結城浩 著 SBクリエイティブ      410/ﾕ   夫が知らない家事リスト 野々村友紀子 著 双葉社      590/ﾉ           

新 着 図 書 の ご 案 内 受入日6/11~6/25 新 着 図 書 の ご 案 内 受入日6/11~6/25



書名 著者名 出版者 請求記号 書名 著者名 出版者 請求記号

《技術・工学・工業》 《産業》

庭遊びの達人が教える野外DIY実践術 記者失格 柳澤秀夫 著 朝日新聞出版      699/ﾔ      
 : テーブル&チェア、ウッドデッキ、小屋、ピザ窯、焚き火……
　　　　　　大人の「居遊空間」を作る超・娯楽的DIY 脇野修平 著 学研プラス      592/ﾜ     《芸術》

May Meスタイル大人の定番服 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       

 　　　: 楽しく縫って、機嫌よく着る服 伊藤みちよ 著 日本ヴォーグ社      593/ｲ  絶景!さくら鉄道 レイルウエイズグラフィック 著 グラフィック社      748/ﾚ         

かんたん手づくりマスク こけし図譜 : イラストレーションでわかる

　　　 : かわいいマスクがいっぱい! アズマカナコ 著 小学館      594/ｱ      　　伝統こけしの文化・風土・意匠・工人 佐々木一澄 絵と文 誠文堂新光社      759/ｻ 

牛乳パックで作る暮らしを整えるインテリア雑貨 日本ヴォーグ社      594/ｷﾞｭ 悔しがる力 : 弟子・藤井聡太の思考法 杉本昌隆 著 PHP研究所      796/ｽ   

タティングレースのアクセサリーレシピ peikko 著 文化学園文化出版局      594/ﾍﾟ     《言語》

小嶋ルミのおいしいクッキーの混ぜ方 日本語を科学する 塩谷典 著 展望社      810/ｼ    
 : Mitten's lesson
 : サクッ、さらさらの口どけはミトン流3つの混ぜ方で作ります 小嶋ルミ 著 柴田書店      596/ｺ          サクサク身につく大人のための語彙力 福田尚弘 著 リベラル社      814/ﾌ    

志麻さんのベストおかず ネイティブを動かすプレミアム英会話50 

　 : いつもの食材が三ツ星級のおいしさに タサン志麻 著 扶桑社      596/ﾀ     = 50 Genuine English Expressions : 漫画で覚える 加藤友朗 著 新潮社      837/ｶ     

にぎりっ娘。のはじめての子どもべんとう 《文学》

 　　: かんたんかわいい!園児のおべんとう にぎりっ娘。 著 学研プラス      596/ﾆ   綴る女 : 評伝・宮尾登美子 林真理子 著 中央公論新社      910/ﾊ        

魚を一尾、さばけたら!? : 濱田美里のお魚教室 短歌の詰め合わせ 東直子 文 アリス館      911/ﾋ        
 : お刺身から煮魚、自家製干物や手作り塩辛まで、
　　　シンプルレシピ150 濱田美里 著 河出書房新社      596/ﾊ   蝶の唆え : 現代のファーブルが語る自伝エッセイ 奥本大三郎 著 小学館      914/ｵ      

はじめてでも大丈夫!きほんの園児おべんとう バカの国 百田尚樹 著 新潮社      914/ﾋｬ   

 　　　　　　　　: おいしい!また作って! 脇雅世 監修  料理 成美堂出版      596/ﾊ   司馬遼太郎旅する感性 

藤井弁当 : お弁当はワンパターンでいい! 藤井恵 著 学研プラス      596/ﾌ       　　= Shiba Ryotaro,Landscape Traveller 桑島秀樹 著 世界思想社      915/ｸ      

syunkonカフェごはん 山本ゆり [著] 宝島社      596/ﾔ      田中亜紀子 著 中央公論新社      916/ﾀ      

かりふわマフィンとしっとりパウンド 村上春樹 著 文藝春秋      916/ﾑ    
 = MUFFINS & POUND CAKES
 : エイミーズ・ベイクショップ 吉野陽美 著 学研プラス      596/ﾖ     《外国文学》

《産業》 自分にかけたい言葉  ありがとう チョン・スンファン/著  小笠原藤子/訳 講談社      929/ﾁ      

お抹茶のすべて : 宇治抹茶問屋4代目が教える : ザリガニの鳴くところ ディーリア  オーエンズ 著 早川書房      933/ｵ      

歴史、文化、生産、品種から味わい方まで 桑原秀樹 著 誠文堂新光社      617/ｸ      オルガ ベルンハルト  シュリンク 著 新潮社      943/ｼｭ    

野菜作り達人のスゴ技100 縫いながら、紡ぎながら アニエス  マルタン  リュガン 著 TAC株式会社出版事業部      953/ﾘ      

 　　　　　: かゆいところに手が届く! 加藤正明 著 NHK出版      626/ｶ           《文庫》

東京駅の扉 ドーナツを穴だけ残して食べる方法 大阪大学ショセキカプロジェクト 編日本経済新聞出版社 B002/ﾄﾞ  

  : 辰野金吾没後100年に捧げる31の物語 佐々木直樹 著 日本写真企画      686/ｻ             白村江 荒山徹 著 PHP研究所 BF/ｱ    

オリンピックと鉄道 仮想真実 小杉健治 朝日新聞出版 BF/ｺ      

 : 東京・札幌・長野こんなに変わった交通インフラ 松本典久 著 交通新聞社      686/ﾏ   疑う眼差し  身代わり若殿  葉月貞光  

東京ディズニーシー完全ガイド 講談社 編 講談社      689/ﾄ         　　　　　　　　書き下ろし長篇時代小説 佐々木裕一/著 KADOKAWA BF/ｻ      

新 着 図 書 の ご 案 内 受入日6/11~6/25 新 着 図 書 の ご 案 内 受入日6/11~6/25



書名 著者名 出版者 請求記号 書名 著者名 出版者 請求記号

《文庫》 《小説》

新・入り婿侍商い帖 千野隆司 [著] KADOKAWA BF/ﾁ       MISSING失われているもの 村上龍 著 新潮社      F/ﾑ    

分家の始末 千野隆司 [著] 講談社 BF/ﾁ/2       廉太郎ノオト = Rentaro note 谷津矢車 著 中央公論新社      F/ﾔ    

献上の祝酒 千野隆司 [著] 講談社 BF/ﾁ/3       誘拐屋のエチケット 横関大 著 講談社      F/ﾖ     

大酒の合戦 千野隆司 [著] 講談社 BF/ﾁ/4       

新火盗改鬼与力 鳥羽亮 [著] KADOKAWA BF/ﾄ/4       

裏切りの中央本線 西村京太郎 [著] KADOKAWA BF/ﾆ     

《小説》

恋ひとすじに 赤川次郎 著 双葉社      F/ｱ         

迷宮の月 安部龍太郎 著 新潮社      F/ｱ     

女童 赤松利市 著 光文社      F/ｱ        

絶対猫から動かない 新井素子 著 KADOKAWA      F/ｱ         

輪舞曲(ロンド) 朝井まかて 著 新潮社      F/ｱ        

木になった亜沙 今村夏子 著 文藝春秋      F/ｲ    

ねなしぐさ : 平賀源内の殺人 乾緑郎 著 宝島社      F/ｲ       

思い出の修理工場 石井朋彦 著 サンマーク出版      F/ｲ     

うめももさくら 石田香織 朝日新聞出版      F/ｲ      

楡の墓 浮穴みみ 著 双葉社      F/ｳ    

俺はエージェント = The Agent 大沢在昌 著 小学館      F/ｵ    

まったく、青くない 黒田小暑 著 小学館      F/ｸ    

食いしん坊発明家 小泉武夫 著 新潮社      F/ｺ         

スノードロップ = Galanthus nivalis L.Snowdrop 島田雅彦 著 新潮社      F/ｼ          

夜はおしまい 島本理生 著 講談社      F/ｼ        

地に這うものの記録 田中慎弥 著 文藝春秋      F/ﾀ      

右手にミミズク 蓼内明子 作 フレーベル館      F/ﾀ    

十字架のカルテ : THE PSYCHIATRIST 知念実希人 著 小学館      F/ﾁ       

帝都地下迷宮 = Metropolitan Dungeon 中山七里 著 PHP研究所      F/ﾅ      

逃亡者 中村文則 著 幻冬舎      F/ﾅ       

墨龍賦 葉室麟 著 PHP研究所      F/ﾊ   

52ヘルツのクジラたち 町田そのこ 著 中央公論新社      F/ﾏ      

新 着 図 書 の ご 案 内 受入日6/11~6/25 新 着 図 書 の ご 案 内 受入日6/11~6/25



書名 著者名 出版者 請求記号 書名 著者名 出版者 請求記号

《総記》 《文学》

小学生なら知っておきたい教養366 絵物語古事記 富安陽子 文 偕成社 K913/ﾄ     

 　　　　　: 1日1ページで身につく! 齋藤孝 著 小学館 K002/ｻ   もしも、この町で 服部千春 作 講談社 K913/ﾊ/3       

《哲学》 レッツはおなか ひこ  田中 さく 講談社 K913/ﾋ    

見つけてのばそう!自分の「強み」 足立啓美  吾郷智子 著 小学館 K159/ｱ   ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 堀直子 作 ポプラ社 K913/ﾎ   

《歴史》 ドーナツの歩道橋 升井純子 著 ポプラ社 K913/ﾏ  

そんなわけで国旗つくっちゃいました!図鑑 保健室経由、かねやま本館。 松素めぐり 講談社 K913/ﾏ    

　　　: NATIONAL FLAG BOOK 粟生こずえ 文 主婦の友社 K288/ｱ    エミリーとはてしない国 ケイト  ソーンダズ 作 ポプラ社 K933/ｿ      

《社会科学》 あたしが乗った列車は進む ポール  モーシャー 作 鈴木出版 K933/ﾓ    

しごとば 鈴木のりたけ 作 ブロンズ新社 K366/ｽ      フラミンゴボーイ マイケル  モーパーゴ 作 小学館 K933/ﾓ     

私はどこで生きていけばいいの? ローズマリー  マカーニー 文 西村書店東京出版編集部 K369/ﾏ      名探偵カッレ地主館の罠 アストリッド  リンドグレーン 作 岩波書店 K949/ﾘ    

《自然科学》

オールカラー楽しくわかる!電気とエネルギー

　　　　 : 理科がどんどん好きになる! 小川眞士 監修 ナツメ社 K420/ｵ    

ぺんたと小春のどうぶつ魔法学校 佐藤克文 監修 サンマーク出版 K480/ﾍﾟ         

どっちが強い!?ゾウアザラシVS(たい)ホッキョクグマ

 　　　　　　　: 氷上のドデカ対決 ジノ ストーリー KADOKAWA K489/ﾄﾞ/21      

新型ウイルスのサバイバル ゴムドリco. 文 朝日新聞出版 K493/ｺﾞ/1       

新型ウイルスのサバイバル ゴムドリco. 文 朝日新聞出版 K493/ｺﾞ/2       

《技術・工学・工業》

ゴミの島のサバイバル : 生き残り作戦 ゴムドリco. 文 朝日新聞出版 K518/ｺﾞ  

あみもの イルドガルド  ドゥーゾ 著 ほるぷ出版 K594/ﾄﾞ      

《産業》

いちご 荒井真紀 さく 小学館 K626/ｱ     

《芸術》

オリンピック・パラリンピックを学ぶ 後藤光将 編著 岩波書店 K780/ｺﾞ   

ぺんたと小春はじめてのおつかい : ゲームブック ペンギン飛行機製作所 製作 サンマーク出版 K798/ﾍﾟ   

《言語》

はじめての英語まるごと辞典

 　　　　: 絵辞典+和英+英和 卯城祐司 監修 くもん出版 K833/ﾊ    

新着児童図書のご案内 受入日6/11~6/25 新着絵本のご案内 受入日6/11~6/25



書名 著者名 出版者 請求記号

おやすみ～ いしづちひろ さく くもん出版      E/ｲ       

あーん 市原淳 作 えほんの杜      E/ｲ         

えいごではなそう!ミニオンABCのえほん 小学館      E/ｴ         

おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田よしたか 著 佼成出版社      E/ｵ      

うちのネコがきらいです : あるあいのものがたり ダヴィデ  カリ 文 評論社      E/ｶ            

ミライノイチニチ コマツシンヤ 作 あかね書房      E/ｺ        

ねえねえあのね しもかわらゆみ 作 講談社      E/ｼ        

あかまるどれかな? : おやこであそぼ しみずだいすけ 作 ポプラ社      E/ｼ     

いろいろバス tupera tupera さく 大日本図書      E/ﾂ      

ラブレターをもらったら アニカ  アルダムイ  デニス 文 BL出版      E/ﾃﾞ         

はぶらしくんです。 とよたかずひこ さく  え 童心社      E/ﾄ          

そらまめくんとおまめのなかま なかやみわ さく 小学館      E/ﾅ         

きりかぶのきりじいちゃん なかやみわ さく 小学館      E/ﾅ            

どんぐりむらのほんやさん なかやみわ さく 学研教育出版      E/ﾅ      

みんなでねんね 中川ひろたか 文 光村教育図書      E/ﾅ      

ブラウンぼうやのとびきりさいこうのひ イソベル  ハリス 文 ロクリン社      E/ﾊ       

あしあしだーれ? 穂髙順也 作 岩崎書店      E/ﾎ     

ぼくのポーポがこいをした 村田沙耶香 作 岩崎書店      E/ﾑ      

はじめくんがっこうへいく もりかわしげみ さく ナツメ社      E/ﾓ       

新着絵本のご案内 受入日6/11~6/25


