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救いの森 小林 由香 ｺﾊﾞ
中学数学からはじめる暗号入門 関根 章道 007.1ｾｷ 機捜235 今野 敏 ｺﾝ
自分がきらいなあなたへ 安積 遊歩 146.8ｱｻ みかんとひよどり 近藤 史恵 ｺﾝ
物語北欧神話 上・下 ニール ゲイマン 164.3ｹﾞｲ 麦本三歩の好きなもの 住野 よる ｽﾐ
若い読者のための考古学史 ブライアン フェイガン 202.5ﾌｪ うちのレシピ 瀧羽 麻子 ﾀｷ
図説十字軍 櫻井 康人 230.4ｻｸ 傲慢と善良 辻村 深月 ﾂｼﾞ
図解超早わかり18歳成人と法律 南部 義典 324.1ﾅﾝ ザ・ウォール 堂場 瞬一 ﾄﾞｳ
資本主義って悪者なの? ジャン ジグレール 332.0ｼﾞｸﾞ 神の島のこどもたち 中脇 初枝 ﾅｶ
これ一冊で安心!投資信託のはじめ方 大竹 のり子 338.8ｺﾚ 泣くな研修医 中山 祐次郎 ﾅｶ
データが語る日本財政の未来 明石 順平 342.1ｱｶ イシイカナコが笑うなら 額賀 澪 ﾇｶ
絵かきうたあそび決定版110 阿部 恵 376.1ｱﾍﾞ かわたれどき 畠中 恵 ﾊﾀ
学校の「当たり前」をやめた。 工藤 勇一 376.3ｸﾄﾞ 梟の一族 福田 和代 ﾌｸ
科学の誤解大全 マット ブラウン 404ﾌﾞﾗ ぼくはきっとやさしい 町屋 良平 ﾏﾁ
化学史への招待 化学史学会 430.2ｶｶﾞ 夜の塩 山口 恵以子 ﾔﾏ
フクロウの家 トニー エンジェル 488.7ｴﾝ 趣味で腹いっぱい 山崎 ナオコーラ ﾔﾏ
メタボも老化も腸内細菌に訊け! 小澤 祥司 491.7ｵｻﾞ 陰陽師　女蛇ノ巻 夢枕 獏 ﾕﾒ
「肺炎」に殺されない!36の習慣 生島 壮一郎 493.3ｲｸ ノースライト 横山 秀夫 ﾖｺ
医師が教えるゼロポジ座り 中村 格子 498.3ﾅｶ 横道世之介　続 吉田 修一 ﾖｼ
みそ玉 村上 祥子 498.5ﾑﾗ 心霊電流　上・下 スティーヴン キング 933.7ｷﾝ

「脱使い捨て」でいこう! 瀬口 亮子 519.1ｾｸﾞ

MOONSHOTS ピアーズ ビゾニー 538.9ﾋﾞｿﾞ 長いおるすばん 石黒 しろう Eｲｼ

トコトンやさしいレーザ加工の本 片山 聖二 549.9ｶﾀ きんたろう いしい つとむ Eｲｼ

園児&小学生のｽﾓｯｸ・ｴﾌﾟﾛﾝ・ﾊﾟｼﾞｬﾏ 593.3ｴﾝ おしえておしえてねむりかた ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ｳｪｲｱﾝﾄ Eｳｪ

フライパンひとつで何つくる? 井原 裕子 596ｲﾊ いろいろくにのいろいろさん かわにし よしと Eｶﾜ

おいしさ満点!中高生の基本のお弁当 ほりえ さちこ 596.4ﾎﾘ ねむりのくにのぐうすかくうすか 菅野 由貴子 Eｶﾝ

素敵に飾る小さな庭 黒田 健太郎 629.7ｸﾛ ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん 田島 かおり Eﾀｼﾞ

切手もの知りBook 田辺 龍太 693.8ﾀﾅ さよならのじゅんび 中山 成子 Eﾅｶ

安野光雅 安野 光雅 723.1ｱﾝ ディアガール ホリー ハタム Eﾊﾀ
ベイビーレボリューション 奈良 美智 726.6ﾅﾗ 介助犬レスキューとジェシカ スコット マグシン Eﾏｸﾞ

その手がおぼえてる ｴｲﾐｰ ﾍﾞｲﾂ 726.6ﾍﾞｲ かんぺきなこども マチュー モデ Eﾓﾃﾞ

死ぬまでに観ておきたい世界の写真1001 ポール ロウ 740.2ｼﾇ クマさんのいえへいかなくちゃ! ブライアン リーズ Eﾘｽﾞ

原節子の真実 石井 妙子 B778.2ｲｼ

もっと心とｶﾗﾀﾞを整えるおとなのための1分音読 山口 謠司 809.4ﾔﾏ なんで勉強しなきゃいけないの? 104ﾅﾝ

白川静さんに学ぶこれが日本語 小山 鉄郎 812ｺﾔ よのなかルールブック 高濱 正伸 159.5ﾖﾉ
教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる 1・2 こどもくらぶ 210.0ｷｮ

俳句でつかう季語の植物図鑑 911.3ﾊｲ ドラえもん社会ﾜｰﾙﾄﾞ経済がよくわかる 藤子 F 不二雄 330ﾄﾞﾗ
永遠の詩情 森村 誠一 911.5ﾓﾘ 日本の恐竜大研究 冨田 幸光 457.8ﾆﾎ

キッド 相場 英雄 ｱｲ キモい!生きもの 今泉 忠明 480ｷﾓ
箱の中の天皇 赤坂 真理 ｱｶ 電気・ガスはどこから来るのか? 江田 健二 540.9ﾃﾞﾝ

くらやみガールズトーク 朱野 帰子 ｱｹ にぎっておいしいきほんのおにぎり 寺西 恵里子 596.3ﾃﾗ

死にがいを求めて生きているの 朝井 リョウ ｱｻ ダイズの大百科 国分 牧衛 616.7ﾀﾞｲ

こうして誰もいなくなった 有栖川 有栖 ｱﾘ ことばハンター 飯間 浩明 813.1ｲｲ

不死鳥少年 石田 衣良 ｲｼ
真実の航跡 伊東 潤 ｲﾄ ぞうさん まど みちお 911.5ﾏﾄﾞ

魔眼の匣の殺人 今村 昌弘 ｲﾏ バドミントン★デイズ 赤羽 じゅんこ ｱｶ

父と私の桜尾通り商店街 今村 夏子 ｲﾏ こぶたのタミーはじめてのえんそく かわの むつみ ｶﾜ
姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷 美雨 ｶｷ どろだんご、さいた 中住 千春 ﾅｶ

お茶壺道中 梶 よう子 ｶｼﾞ やぎこ先生いちねんせい ななもり さちこ ﾅﾅ
家康に訊け 加藤 廣 ｶﾄ おおあたり! もとした いづみ ﾓﾄ
炯眼に候 木下 昌輝 ｷﾉ むこう岸 安田 夏菜 ﾔｽ
エスケープ・トレイン 熊谷 達也 ｸﾏ ルイジンニョ少年 角野 栄子 915.6ｶﾄﾞ

人工知能 幸田 真音 ｺｳ さらわれたオレオマーガリン王子 マーク トウェイン 933.6ﾄｳ

瞳のなかの幸福 小手鞠 るい ｺﾃﾞ ふしぎなようせい人形 ルーマー ゴッデン 933.7ｺﾞｯ

新 着 資 料 案 内 （３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　）

え　　　　 ほ　　　　 ん

一　　般　　書　　（文　　学）

児　童　書　（　よみもの以外　）


