
　　　　　タ　イ　ト　ル 編著者名など 　背ラベル 　　　　　タ　イ　ト　ル 編著者名など 　背ラベル

悲願花 下村 敦史 ｼﾓ

私が食べた本 村田 沙耶香 019.9ﾑﾗ 宝島 真藤 順丈 ｼﾝ

画家のブックデザイン 小林 真理 022.5ｺﾊﾞ 姫君の賦 玉岡 かおる ﾀﾏ

冥界からの電話 佐藤 愛子 147ｻﾄ 神のダイスを見上げて 知念 実希人 ﾁﾈ

脱・呪縛 鎌田 實 159.7ｶﾏ 私に付け足されるもの 長嶋 有 ﾅｶﾞ

逆境だらけの人類史 ビル プライス 204ﾌﾟﾗ ほどなく、お別れです 長月 天音 ﾅｶﾞ

ヒトラー死の真相  上・下 ｼﾞｬﾝ=C.ﾌﾞﾘｻﾞｰﾙ 234.0ﾌﾞﾘ カムパネルラ版銀河鉄道の夜 長野 まゆみ ﾅｶﾞ

徳川おてんば姫 井手 久美子 289.1ｲﾃﾞ ゴールデン街コーリング 馳 星周 ﾊｾ

風土記 瀧音 能之 291ﾌﾄﾞ つくもがみ笑います 畠中 恵 ﾊﾀ

THE LAST GIRL ナディア ムラド 302.2ﾑﾗ フランス座 ビート たけし ﾋﾞﾄ

ルポ プーチンの戦争 真野 森 319.3ﾏﾉ 本と鍵の季節 米澤 穂信 ﾖﾈ

QR決済 日経FinTech 338ｷｭ いい女 ふだんブッ散らかしており 阿川 佐和子 914.6ｱｶﾞ

人生100年時代の年金戦略 田村 正之 364.6ﾀﾑ 80歳のマザーグース 桐島 洋子 914.6ｷﾘ

デートDV予防学 伊田 広行 367.6ｲﾀﾞ ん!? 宮藤 官九郎 914.6ｸﾄﾞ

楽しき哀しき昭和の子ども史 小泉 和子 367.6ｺｲ 駄目な世代 酒井 順子 914.6ｻｶ

地面師 森 功 368.6ﾓﾘ われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名 誠 914.6ｼｲ

寄付をしてみようと思ったら読む本 渋澤 健 369.1ｼﾌﾞ 読書間奏文 藤崎 彩織 914.6ﾌｼﾞ

子どもの「困った」が才能に変わる本 田嶋 英子 379.9ﾀｼﾞ 海苔と卵と朝めし 向田 邦子 914.6ﾑｺ

妖怪たちのいるところ 水木 しげる 388.1ﾐｽﾞ 鐘は歌う アンナ スメイル 933.7ｽﾒ

ナチュラリスト 福岡 伸一 460.4ﾌｸ 巨大なラジオ泳ぐ人 ｼﾞｮﾝ ﾁｰｳﾞｧｰ 933.7ﾁﾊﾞ

<あまり>病気をしない暮らし 仲野 徹 490.4ﾅｶ 言葉人形 ｼﾞｪﾌﾘｰ ﾌｫｰﾄﾞ 933.7ﾌｫ

生命科学の未来 本庶 佑 491.8ﾎﾝ ブルーバード、ブルーバード ｱｯﾃｨｶ ﾛｯｸ 933.7ﾛｯ

女性のための「検査」がわかる本 小橋 隆一郎 492.1ｺﾊﾞ

がん遺伝子治療のことがわかる本 石田 幸弘 494.5ｲｼ もももすももも 新井 洋行 Eｱﾗ

睡眠薬その一錠が病気をつくる 宇多川 久美子 498.3ｳﾀﾞ もいもい 市原 淳 Eｲﾁ

最高の入浴法 早坂 信哉 498.3ﾊﾔ ろっかのきせつ 小沢 かな Eｵｻﾞ

「小さないのち」を守る 朝日新聞取材班 498.7ﾁｲ ゆうたのおじいちゃん きたやま ようこ Eｷﾀ

うつのリワークプログラム 五十嵐 良雄 498.8ｲｶﾞ ゆうたのおばあちゃん きたやま ようこ Eｷﾀ

宇宙飛行士に聞いてみた! ティム ピーク 538.9ﾋﾟｸ ママー、ポケット! ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞE. ｼｭﾀｲﾝ Eｼｭ

超基本DIY木工 592.7ﾁｮ 星のひとみ せな けいこ Eｾﾅ

還暦着物日記 群 ようこ 593.8ﾑﾚ やまがあるいたよ 長 新太 Eﾁｮ

ハイミセスの手編みの帽子 594.3ﾊｲ にぎやかなおでん 出口 かずみ Eﾃﾞｸﾞ

パッチワークハンドブック 594.9ﾊﾟｯ ゆき はた こうしろう Eﾊﾀ

ちょっと不調を感じたときのｽｰﾌﾟとﾄﾞﾘﾝｸ 石澤 清美 596ｲｼ ダム ﾚｰｳﾞｨ ﾋﾟﾝﾌｫｰﾙﾄﾞ Eﾋﾟﾝ

名画の中の料理 ﾒｱﾘｰ ｱﾝ ｶｳｽﾞ 596.23ｶｳ おじいちゃんがペンギンやったとき モラグ フッド Eﾌｯ

人気定番スイーツの基礎BOOK 596.65ﾆﾝ

コケを楽しむ庭づくり 大野 好弘 629.7ｵｵ 日本の戦争と動物たち 1～3 210.7ﾆﾎ

愛されトリミング&ペット・カット 鈴木 雅実 645.6ｽｽﾞ アンネのこと、すべて ｱﾝﾈﾌﾗﾝｸﾊｳｽ 289.3ﾌﾗ

木で彫る根付入門 中川 忠峰 713ﾅｶ 教科書にでてくる地図記号 1 日本地図センター 448.9ｷｮ

基本が身につく書道の教科書 青山 浩之 728ｱｵ 赤ちゃんが生まれる ﾆﾙｽ ﾀｳﾞｪﾙﾆｴ 491.3ﾀﾍﾞ

女優にあるまじき高峰秀子 斎藤 明美 778.2ｻｲ 保存食の大研究 中居 惠子 588.9ﾅｶ

もっと魅せる!輝く!よさこい上達のｺﾂ 吉田 快 799ﾓｯ つくりかたがよくわかるお料理教室 1～5 かんちく たかこ 596ｶﾝ

気のきいたモノの言い方ができる本 中川路 亜紀 810.4ﾅｶ ひろって調べる落ち葉のずかん 安田 守 653.2ﾔｽ

俳句づくりに役立つ!旧かな入門 山西 雅子 911.3ﾔﾏ 落語ねこ 赤羽 じゅんこ ｱｶ

跳ぶ男 青山 文平 ｱｵ ぼくとニケ 片川 優子 ｶﾀ

珠玉 彩瀬 まる ｱﾔ 子ども食堂かみふうせん 齊藤 飛鳥 ｻｲ

コヨーテの翼 五十嵐 貴久 ｲｶﾞ そしてぼくらは仲間になった 小嶋 陽太郎 ｿｼ

帰去来 大沢 在昌 ｵｵ 謎解きｶﾌｪの事件ﾚｼﾋﾟゆめぐるま 2 田村 理江 ﾀﾑ

残心 鏑木 蓮 ｶﾌﾞ スケッチブック ちば るりこ ﾁﾊﾞ

光まで5分 桜木 紫乃 ｻｸ 図工室の日曜日 村上 しいこ ﾑﾗ

テレビ探偵 小路 幸也 ｼｮ 二年二組のたからばこ 山本 悦子 ﾔﾏ

あなたの愛人の名前は 島本 理生 ｼﾏ ｸﾞﾚｯｸﾞのﾀﾞﾒ日記 さすがにへとへとだよ ジェフ キニー 933.7ｷﾆ

新 着 資 料 案 内 （１２月～１月に入った図書の一部を紹介します。）

《 背ラベルの色　　　一般書：青、水色　　えほん、児童書：赤、黄緑 》　　　　　

一 般 書 （ 文 学 以 外 ）

☺この他にもご紹介しきれない資料がたくさんあります。どうぞ図書館へおこし下さい。☺

児　童　書　（　よ　み　も　の　）一　　般　　書　　（文　　学）

え　　　　 ほ　　　　 ん

児　童　書　（　よみもの以外　）

 


