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まよなかの青空 谷 瑞恵 ﾀﾆ
最新ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽがよ～くわかる本 高木 章光 007.6ﾀｶ 新章神様のカルテ 夏川 草介 ﾅﾂ
「すぐやる人」の読書術 塚本 亮 019.1ﾂｶ W県警の悲劇 葉真中 顕 ﾊﾏ
どの絵本読んだらいいですか? 向井 惇子 019.5ﾑｶ DRY 原田 ひ香 ﾊﾗ
<図説>ヴィクトリア朝時代 ジョン　D.ライト 233.0ﾗｲ 平成くん、さようなら 古市 憲寿 ﾌﾙ
ファンタジーランド  上・下 ｶｰﾄ ｱﾝﾀﾞｰｾﾝ 253ｱﾝ 歌舞伎町ゲノム 誉田 哲也 ﾎﾝ
国民とともに歩まれた平成の30年 宮内庁侍従職 288.4ｺｸ 1R1分34秒 町屋 良平 ﾏﾁ
知識ゼロからの天皇の日本史 山本 博文 288.4ﾔﾏ まつらひ 村山 由佳 ﾑﾗ
オフザロード ゲシュタルテン 290.9ｵﾌ 散歩するネコ 群 ようこ ﾑﾚ
問答無用 櫻井 よしこ 304ｻｸ いのちの人形 横関 大 ﾖｺ
絵でわかるマクロ経済学 茂木 喜久雄 331ﾓｷﾞ 吹上奇譚　第2話 吉本 ばなな ﾖｼ
日本人の勝算 ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ ｱﾄｷﾝｿﾝ 332.1ｱﾄ 作家のおしごと 五木 寛之 914.6ｲﾂ

シニア社員の活かし方・処遇の仕方 齋藤 清一 336.4ｻｲ 人生後半、はじめまして 岸本 葉子 914.6ｷｼ

この先をどう生きるか 藤原 智美 367.7ﾌｼﾞ 次の人、どうぞ! 酒井 順子 914.6ｻｶ

数学の真理をつかんだ25人の天才たち ｲｱﾝ ｽﾁｭｱｰﾄ 410.2ｽﾃ この先には、何がある? 群 ようこ 914.6ﾑﾚ

うつくしい博物画の記録 ｳｪﾙｶﾑ ｺﾚｸｼｮﾝ 460.2ｳﾂ 大統領失踪　上・下 ビル クリントン 933.7ｸﾘ

終わっている臓器 坂井 建雄 491.3ｵﾜ メアリ・ポピンズ トラバース 933.7ﾄﾗ

山中伸弥人体を語る 山中 伸弥 491.3ﾔﾏ カッコーの歌 ﾌﾗﾝｼｽ ﾊｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 933.7ﾊﾃﾞ

シニアの心臓が危ない! 下川 宏明 493.2ｼﾆ 拳銃使いの娘 ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ ﾊｰﾊﾟｰ 933.7ﾊﾊﾟ

逆流性食道炎は自分で防ぐ! 島田 英昭 493.4ｷﾞｬ

その症状って、本当に認知症? 朝田 隆 493.7ｱｻ ごろべえもののけのくにへいく おおとも やすお Eｵｵ

心の病を治す食事.運動.睡眠の整え方 功刀 浩 493.7ｸﾇ だいじょうぶじゃない 狩野　富貴子 Eｶﾘ

がんになったら知っておきたいお金の話 黒田 ちはる 494.5ｸﾛ うかいのうがい さくら せかい Eｻｸ

笑って!小屋作り 中山 茂大 527ﾅｶ 怪物があらわれた夜 フェリシタ サラ Eｻﾗ

発酵のことが一冊でまるごとわかる 齋藤 勝裕 588.5ｻｲ 「いたいっ!」がうんだ大発明 クリス　スー Eｽ

コンロ1つで自炊Lesson 金丸 絵里加 596ｶﾅ チョウのように 鈴木 康治 Eｽｽﾞ

魔法の絞り出しクッキー 信太 康代 596.65ｼﾀﾞ まめとすみとわら せな けいこ Eｾﾅ

奇跡の集落 多田 朋孔 611.1ｷｾ ぼくはなにいろのネコ? ﾛｼﾞｬｰ ﾃﾞｭﾎﾞｱｻﾞﾝ Eﾃﾞｭ
カルティエ そこに集いし者 横尾 忠則 723.1ﾖｺ かけコッコー ナカライ カオル Eﾅｶ

12色で描けるはじめての日本画教室 安原 成美 724.1ﾔｽ えらいこっちゃのいちねんせい ゆーち みえこ Eﾕﾁ

静物デッサンテクニック    阿部 愛美　 725ｱﾍﾞ

朝日新聞報道写真集　2019 朝日新聞社 748ｱｻ うみべの文庫 堀米 薫 016.2ﾎﾘ

神さぶる山へ 大山 行男 748ｵｵ 未来をつかめ平成ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ図鑑 1～3 大江 近 210.7ﾐﾗ

樹木希林120の遺言 樹木 希林 778.2ｷｷ 個「性」ってなんだろう? 中塚 幹也 367.9ｺｾ

スポーツまちづくりの教科書 松橋 崇史 780.2ｽﾎﾟ 入学準備の図鑑 無藤 隆 376.2ﾆｭ

現代オセロの最新理論 佐谷 哲 795.8ｻﾀ 世界の子どもたち ｷｬｻﾘﾝ ｻﾝﾀﾞｰｽ 384.5ｾｶ

まいて観察!たね図鑑 1～3 おくやま ひさし 471.1ｵｸ

夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井 いつき 911.3ﾅﾂ おしっこ“小”百科 ヤクプ プラヒー 491.3ﾌﾟﾗ

発現 阿部 智里 ｱﾍﾞ クジラのおなかからプラスチック 保坂 直紀 519.4ﾎｻ

夢も見ずに眠った。 絲山 秋子 ｲﾄ 旬ってなに?　春 本多 京子 596ｼｭ
あちらにいる鬼 井上 荒野 ｲﾉ 金栗四三 佐野 慎輔 782.3ｻﾉ

天命 岩井 三四二 ｲﾜ 「感じ」が伝わるふしぎな言葉 佐藤 有紀 814ｻﾄ
ニムロッド 上田 岳弘 ｳｴ
オーディションから逃げられない 桂 望実 ｶﾂ らくだい記者と白雪のドレス あんびる やすこ ｱﾝ

スイート・マイホーム 神津 凛子 ｶﾐ クローンドッグ 今西 乃子 ｲﾏ

スクエア 今野 敏 ｺﾝ いいね! 筒井 ともみ ﾂﾂ
永田町小町バトル 西條 奈加 ｻｲ おとのさま、ほいくしさんになる 中川 ひろたか ﾅｶ

駒音高く 佐川 光晴 ｻｶﾞ がんばれ給食委員長 中松 まるは ﾅｶ
指揮権発動 笹本 稜平 ｻｻ かいけつゾロリロボット大さくせん 原 ゆたか ﾊﾗ
木曜日の子ども 重松 清 ｼｹﾞ 俳句ガール 堀 直子 ﾎﾘ
プラスチックの祈り 白石 一文 ｼﾗ はらぺこペンギンのぼうけん 吉野 万理子 ﾖｼ

わるもん 須賀 ケイ ｽｶﾞ ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾋﾞｰｽﾄと黒い魔法使いの誕生 J.K.ローリング 932.7ﾛﾘ

ほとほと 高樹 のぶ子 ﾀｶ おじいちゃんの大脱走 ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ ｳｫﾘｱﾑｽﾞ 933.7ｳｫ

新 着 資 料 案 内 （１月～２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　）


