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そこにいるのに 似鳥 鶏 ﾆﾀ
トコトンやさしいアルゴリズムの本 坂巻 佳壽美 007.6ｻｶ 花折 花村 萬月 ﾊﾅ
挑戦する公共図書館 長塚 隆 016.2ﾅｶﾞ 愉楽にて 林 真理子 ﾊﾔ
文字組デザイン講座 工藤 強勝 022.5ｸﾄﾞ 常設展示室 原田 マハ ﾊﾗ
ﾏﾝｶﾞでわかるｱﾝｶﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙｶﾞｲﾄﾞ 清水 栄司 141.6ｼﾐ 夜汐 東山 彰良 ﾋｶﾞ
いろ習慣 七江 亜紀 146.8ﾅﾅ 108 松尾 スズキ ﾏﾂ
日本国紀 百田 尚樹 210.1ﾋｬ 芙蓉の干城(たて) 松井 今朝子 ﾏﾂ
これならわかる天皇の歴史Q&A 歴史教育者協議会 288.4ｺﾚ 昨日がなければ明日もない 宮部 みゆき ﾐﾔ
運命 文 在寅 289.2ﾑﾝ 水曜日の手紙 森沢 明夫 ﾓﾘ
文藝春秋ｵﾋﾟﾆｵﾝ2019年の論点100 304ﾌﾞﾝ 大人の流儀 8 伊集院 静 914.6ｲｼﾞ

今日から役立つ民法 鎌野 邦樹 324ｶﾏ 命の限り、笑って生きたい 瀬戸内 寂聴 914.6ｾﾄ

相続で絶対モメない遺産分割のコツ 佐山 和弘 324.7ｻﾔ 曙光を旅する 葉室 麟 915.6ﾊﾑ

統計でふりかえる平成日本の30年 351ﾄｳ 自転車泥棒 呉 明益 923.7ｺﾞ
ここからセクハラ! 牟田 和恵 366.3ﾑﾀ 母の前で ピエール パシェ 956ﾊﾟｼ
シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢 さよ子 367.7ｼﾆ

パパのための娘トリセツ 小野寺 敦子 379.9ﾊﾟﾊﾟ 1日10分なるほど国旗のお話絵本 あきやま かぜさぶろう Eｱｷ
日本4.0 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ﾙﾄﾜｯｸ 392.1ﾙｯ ダヤンと魔法の本 池田 あきこ Eｲｹ
家で死んでもいいんだよ 川上 嘉明 490.1ｶﾜ おなじ月をみて ジミー リャオ Eｼﾞﾐ
大人の発達障害 市橋 秀夫 493.7ｵﾄ みずとはなんじゃ? 鈴木 まもる Eｽｽﾞ
あなたの指先、変形していませんか? 笠原 巖 494.7ｶｻ ねずみくんのおくりもの つちだ よしはる Eﾂﾁ

最新食べて治す医学大事典 根本 幸夫 498.5ｻｲ ねこのﾋﾟｰﾄ ｸﾘｽﾏｽをとどけよう ｴﾘｯｸ ﾘﾄｳｨﾝ Eﾃﾞｨ

日本を動かした50の乗り物 若林 宣 536.0ﾜｶ ぼくのばしょなのに 刀根 里衣 Eﾄﾈ

エプロン全書 593.3ｴﾌﾟ やましたくんはしゃべらない 中田 いくみ Eﾅｶ

大人のパンツ 593.3ｵﾄ ぜったいぜったいあけちゃダメッ!! ﾋｰｽ ﾏｯｹﾝｼﾞｰ Eﾏｯ

ｽﾃｷを作る60代からのｿｰｲﾝｸﾞ vol.2 593.3ｽﾃ マッチうりのしょうじょ 町田 尚子 Eﾏﾁ

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ織り機で、手織りざぶとん 蔭山 はるみ 594.9ｶｹﾞ ﾍﾞﾝｿﾝ先生にあたしはきっと☆はもらえない ｼﾞｪﾆﾌｧｰ K.ﾏﾝ Eﾏﾝ

斉藤謠子の手のひらのたからもの 斉藤 謠子 594.9ｻｲ それしかないわけないでしょう ヨシタケ シンスケ Eﾖｼ

ばぁばの100年レシピ 鈴木 登紀子 596.21ｽｽﾞ せん スージー リー Eﾘ
味噌汁専門店のおかず味噌汁100 美噌元 596.21ﾐｿ

じゃがいも・ブック 坂田 阿希子 596.37ｻｶ べんりってほんとうにいいこと? 104ﾍﾞﾝ

野菜のおいしい冷凍・解凍 鈴木 徹 596.37ｽｽﾞ 歴史について知っておくべき100のこと ﾛｰﾗ ｺｰﾜﾝほか 204ﾚｷ

本格そば打ち上達のコツ50 手打ち蕎麦研究会 596.38ｺﾚ 天皇と元号の大研究 高森 明勅 288.4ﾃﾝ

レトロスイーツ 若山 曜子 596.65ﾜｶ 大人になったらしたい仕事1・2 朝日中高生新聞編集部 366.2ｵﾄ

大林宣彦 大林 宣彦 778.2ｵｵ 防災・防犯シミュレーション　1 国崎 信江 369.3ﾎﾞｳ

ミッキーマウスクロニクル90年史 ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾌｧﾝ編集部 778.7ﾐｯ ここにも!そこにも!ダニ 皆越 ようせい 485.7ﾐﾅ

ニューエクスプレスプラス タイ語 水野 潔 829.3ﾐｽﾞ しばわんこと楽しく学ぼう和のせいかつ 川浦 良枝 590ｶﾜ

はじめてのお菓子レッスンBOOK 阪下 千恵 596.6ｻｶ

読んで楽しい日本の唱歌 1・2 中村 幸弘 911.6ﾅｶ めざせ、和牛日本一! 堀米 薫 645.3ﾎﾘ

鼠、恋路の闇を照らす 赤川 次郎 ｱｶ 新はたらく犬とかかわる人たち1～3 こどもくらぶ 645.6ｼﾝ

会社を綴る人 朱野 帰子 ｱｹ 3つの東京オリンピックを大研究1～3 日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 780.6ﾐｯ

草々不一 朝井 まかて ｱｻ ラグビーが教えてくれること 村上 晃一 783.4ﾑﾗ

人生のピース 朝比奈 あすか ｱｻ 812ﾌｼ
人間狩り 犬塚 理人 ｲﾇ ことわざキャラクター図鑑 深谷 圭助 814.4ｺﾄ

聖者が街にやって来た 宇佐美 まこと ｳｻ

それでも空は青い 荻原 浩 ｵｷﾞ 風と行く者 上橋 菜穂子 ｳｴ

厨師、怪しい鍋と旅をする 勝山 海百合 ｶﾂ ぎりぎりの本屋さん まはら 三桃 ｷﾞﾘ
介護士K 久坂部 羊 ｸｻ ｵﾘﾝﾋﾟｯｸのおばけずかん ﾋﾞﾖﾖﾝぼう 斉藤 洋 ｻｲ

キンモクセイ 今野 敏 ｺﾝ 右手にミミズク 蓼内 明子 ﾀﾃ
雨上がり月霞む夜 西條 奈加 ｻｲ ユンボのいる朝 麦野 圭 ﾑｷﾞ
静おばあちゃんと要介護探偵 中山 七里 ﾅｶ アーサー王の世界　4 斉藤 洋 933ｱｻ
ばけばけ 那須 正幹 ﾅｽ サイド・トラック ﾀﾞｲｱﾅ.H.ｱｼｬｰ 933.7ｱｼ

リトルガールズ 錦見 映理子 ﾆｼ その年、わたしは噓をおぼえた ローレン ウォーク 933.7ｳｫ

羅針盤は壊れても 西村 賢太 ﾆｼ 変化球男子 M.G.ヘネシー 933.7ﾍﾈ

新 着 資 料 案 内 （１２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。☺

一　　般　　書　　（文　　学）

え　　　　 ほ　　　　 ん

児　童　書　（　よみもの以外　）

児　童　書　（　よ　み　も　の　）

ふしぎ?びっくり!ことばの由来博物館　1～4


