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エムエス 今野 敏 ｺﾝ
今すぐ使えるかんたんGmail入門 技術評論社編集部 007.6ｲﾏ 銀河食堂の夜 さだ まさし ｻﾀﾞ
「墓じまい」の結末 森下 瑞堂 186.4ﾓﾘ 龍華記 澤田 瞳子 ｻﾜ
ふがいない自分と生きる 渡辺和子 渡辺 和子 198.2ﾜﾀ どんまい 重松 清 ｼｹﾞ
京都の御大礼 所 功 210.0ｷｮ 公園へ行かないか?火曜日に 柴崎 友香 ｼﾊﾞ
天皇はなぜ紙幣に描かれないのか 三上 喜孝 210.0ﾐｶ 草原のコック・オー・ヴァン 柴田 よしき ｼﾊﾞ
地の果てのありえない物語 クリス フィッチ 290ﾌｨ その先の道に消える 中村 文則 ﾅｶ
憲法についていま私が考えること 日本ペンクラブ 323.1ｹﾝ みずうみの妻たち　上・下 林 真理子 Bﾊﾔ
金融失策20年の真実 太田 康夫 338.3ｵｵ 沈黙のパレード 東野 圭吾 ﾋｶﾞ
55歳からのリアル仕事ガイド 松本 すみ子 366.2ｺﾞｼﾞ ある男 平野 啓一郎 ﾋﾗ
苦しい親子関係から抜け出す方法 石原 加受子 367.3ｲｼ ベルリンは晴れているか 深緑 野分 ﾌｶ
世界の教科書に見る昔話 石井 正己 375.9ｾｶ 時代 本城 雅人 ﾎﾝ
スマホに負けない子育てのススメ 諸富 祥彦 379.9ﾓﾛ 30センチの冒険 三崎 亜記 ﾐｻ
粋を食す 花房 孝典 383.8ﾊﾅ 銀河を渡る 沢木 耕太郎 914.6ｻﾜ

昭和少年少女ときめき図鑑 市橋 芳則 384.5ｲﾁ 童話作家のおかしな毎日 富安 陽子 914.6ﾄﾐ

世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア グレイ 431.3ｸﾞﾚ となりの脳世界 村田 沙耶香 914.6ﾑﾗ

カメムシ博士入門 安永 智秀 486.5ｶﾒ 脱産後うつ ミィ 916ﾐｨ
検査結果なんでも早わかり事典 小橋 隆一郎 492.1ｺﾊﾞ 任務の終わり 上・下 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ｷﾝｸﾞ 933.7ｷﾝ

発達障害に生まれて 松永 正訓 493.9ﾏﾂ 両方になる アリ スミス 933.7ｽﾐ

ウルトラ図解坐骨神経痛 久野木 順一 494.6ｳﾙ

50歳からの婦人科 松峯 寿美 495.1ｺﾞｼﾞ かぜのひ ｻﾑ ｱｯｼｬｰ Eｱｯ

季節の薬膳 猪俣 稔成 498.5ｲﾉ おいもころころ いもと ようこ Eｲﾓ

図解産業廃棄物処理がわかる本 ユニバース 519.7ｽﾞｶ ソフィーとちいさなおともだち ｱﾝ ｳｨﾙｽﾄﾞﾙﾌ Eｳｨ

ツウになる!バスの教本 広田 民郎 537.9ﾋﾛ ショベルくんとあおいはな ﾖｰｾﾞﾌ ｸﾌﾗｰ Eｸﾌ

魔法のタワシ大集合 594.3ﾏﾎ シカクさん ｼﾞｮﾝ ｸﾗｯｾﾝ Eｸﾗ

えんぎもんフェルト 緒方 伶香 594.9ｵｶﾞ そらからきたこいし しおたに まみこ Eｼｵ

はじめて作る小さな手まり 木原 小夜 594.9ｷﾊ どんぐりむらのいちねんかん なかや みわ Eﾅｶ

ごはんのきほん 有元 葉子 596ｱﾘ ともだちドロボウ のぶみ Eﾉﾌﾞ
親に作って届けたい、つくりおき 林 幸子 596ﾊﾔ まゆとかっぱ 降矢 なな Eﾌﾘ

発酵おやつ 山田 奈美 596.65ﾔﾏ ゆびもじえほん Eﾐｽ

ママが楽になる絵本レシピ31 景山 聖子 599.8ｶｹﾞ しろさんのレモネードやさん やはら　ゆうこ Eﾔﾊ

稼げる!新農業ビジネスの始め方 山下 弘幸 611.7ﾔﾏ まいごのたまご ｱﾚｯｸｽ ﾗﾃｨﾏｰ Eﾗﾃ

ときめく薔薇図鑑 元木 はるみ 627.7ﾓﾄ ぴちぱちさくさく 若菜 ひとし Eﾜｶ

残念すぎるネコ 沖 昌之 645.7ｵｷ

いまさら聞けないﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの基本のはなし 松井 剛 675ﾏﾂ 名字ずかん 森岡 浩 288.1ﾐｮ

フェルメール原寸美術館 フェルメール 723.3ﾌｪ 知っていますか?SDGs 日本ユニセフ協会 333.8ｼｯ

亥年のゆる文字年賀状 宇田川 一美 728ｳﾀﾞ しゅわしゅわ村のゆかいなのりもの くせ さなえ　 378.2ｸｾ

もっと知りたい刀剣 内藤 直子　 756.6ﾅｲ アイヌ 北原 ﾓｺｯﾄｩﾅｼ 382.1ｱｲ

初心者のリコーダー基礎教本 2018 自由現代社集部 763.7ｼｮ 月の満ちかけをながめよう 森 雅之 446ﾂｷ
金栗四三の生涯 782.3ｶﾅ ため池の外来生物がわかる本 加藤 英明 468ｶﾄ
井山裕太の碁 強くなる考え方 内藤 由起子 795ﾅｲ いきもの寿命ずかん 新宅 広二 481.3ｼﾝ

工事の車 小賀野 実 513.8ｺｳ

筒井康隆、自作を語る 筒井 康隆 910.2ﾂﾂ お米のこれからを考える　1～4 616.2ｵｺ

夏井いつきの季語道場 夏井 いつき 911.3ﾅﾂ 高梨沙羅 師岡 亮子 784.3ﾀｶ

十七字の戦争 田村 義彦 911.4ﾀﾑ

ことことこーこ 阿川 佐和子 ｱｶﾞ ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 市川 宣子 ｲﾁ
インド倶楽部の謎 有栖川 有栖 ｱﾘ きっちり・しとーるさん おの りえん　 ｵﾉ

ウェディングプランナー 五十嵐 貴久 ｲｶﾞ ねこの町の本屋さん 小手鞠 るい ｺﾃﾞ
下町ロケット 4 池井戸 潤 ｲｹ ホオズキくんのオバケ事件簿　1 富安 陽子 ﾄﾐ
男たちの船出 伊東 潤 ｲﾄ おなべの妖精一家　2 福田 隆浩 ﾌｸ
少女たちは夜歩く 宇佐美 まこと ｳｻ ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　2 ｸﾘｽ ｺﾙﾌｧｰ 933.7ｺﾙ

死神刑事(デカ) 大倉 崇裕 ｵｵ ゆうえんちのわたあめちゃん ﾙｰﾏｰ ｺﾞｯﾃﾞﾝ 933.7ｺﾞｯ

思い出が消えないうちに 川口 俊和 ｶﾜ エヴリデイ ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ ﾚｳﾞｨｻﾝ 933.7ﾚﾋﾞ

新 着 資 料 案 内 （１０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　（　よみもの以外　）

一　　般　　書　　（文　　学）

え　　　　 ほ　　　　 ん

児　童　書　（　よ　み　も　の　）


