
           

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 

貸本屋おせん 高瀬 乃一 ﾀｶ

調べる技術 小林 昌樹 007.5ｺﾊﾞ パレードのシステム 高山 羽根子 ﾀｶ
図書館ウォーカー オラシオ 016.2ｵﾗ 遅刻する食パン少女 田丸 雅智 ﾀﾏ

書籍修繕という仕事 ジェヨン 022.8ｼﾞｪ 答えは市役所3階に 辻堂 ゆめ ﾂｼﾞ
合併・分離事典 造事務所著 049ｶﾞｯ 東大に名探偵はいない 市川 憂人 ﾄｳ

歴史をうがつ眼 松本 清張 210.0ﾏﾂ 数学の女王 伏尾 美紀 ﾌｼ

家康の本棚 大中 尚一 289.1ﾄｸ よき時を思う 宮本 輝 ﾐﾔ
福澤諭吉のレガシー 柴田 利雄 289.1ﾌｸ 固結び 山本 一力 ﾔﾏ

三流シェフ 三國 清三 289.1ﾐｸ おつかれ、今日の私。 ジェーン　スー 914.6ｼﾞｪ

世界が知らない日本の絶景366日 ZEEI Japan 291.0ｾｶ 女のイイ顔 田辺 聖子 914.6ﾀﾅ

るるぶ青森　´24 291.2ﾙﾙ 文藝春秋昭和・平成・令和傑作選 914.6ﾌﾞﾝ

否定しない習慣 林 健太郎 361.4ﾊﾔ 三谷幸喜のありふれた生活　17 三谷 幸喜 914.6ﾐﾀ

地方移住で自分らしく暮らす 365.3ﾁﾎ 三体０ 劉　慈欣 923.7ﾘｳ

選択的夫婦別姓は、なぜ実現しないのか? 367.2ｾﾝ 赤屋敷殺人事件 A.A.ミルン 933.7ﾐﾙ

おうち性教育はじめます　思春期と家族編 フクチ マミ 367.9ﾌｸ ぼくの伯父さん ジャック　タチ 953.7ｶﾘ

未来記念日　2023～2032 386.9ﾐﾗ クレムリンの魔術師 ｼﾞｭﾘｱｰﾉ ﾀﾞ ｴﾝﾎﾟﾘ 953.7ﾀﾞｴ

まだ見ぬ地球外生命 山岸 明彦 440ﾔﾏ 青いパステル画の男 ｱﾝﾄﾜｰﾇ ﾛｰﾗﾝ 953.7ﾛﾗ

「老いない」動物がヒトの未来を変える 481.3ｵｽ

文系のためのめっちゃやさしい睡眠 林 悠 491.3ﾌﾞﾝ ナマケモノヨガ 新井 洋行 Eｱﾗ

ヒトはなぜ「がん」になるのか キャット　アーニー 491.6ｱﾆ バンバンバンバンバンソウコウ いとう ひろし Eｲﾄ

夫がアスペルガーと思ったとき妻が読む本 宮尾 益知 493.7ﾐﾔ わくわくおべんとう おおで ゆかこ Eｵｵ

医師が教える子どもの食事50の基本 伊藤 明子 493.9ｲﾄ 英語で読める『おおきな木』 ｼｪﾙ ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ Eｼﾙ

文具&紙ものグッズのつくり方 589.7ﾌﾞﾝ おだんごちょうだい せな けいこ Eｾﾅ

スタイとこもの 朝日新聞出版著 594ｽﾀ 1つぶのおこめ デミ Eﾃﾞﾐ

ホットケーキミックスの絶品おやつ ムラヨシ マサユキ 596.65ﾑﾗ のせてくださいな みやけ ゆま Eﾐﾔ

ジン カクテル いしかわ あさこ 596.7ｲｼ じゅんばんなんてきにしない テリー　ミルン Eﾐﾙ

日本を味わう366日の旬のもの図鑑 暦生活 596ﾆﾎ あくたれラルフのバレンタイン ﾆｺｰﾙ ﾙｰﾍﾞﾙ Eﾙﾍﾞ
振り返れば未来 山下 惣一 610.4ﾔﾏ

使い切れない農地活用読本 農山漁村化協会 611.2ﾂｶ としょかんにいこう 010ﾄｼ

保護犬・保護猫と暮らす。 坂上 忍 645.6ﾎｺﾞ 徳川家康外伝 加来 耕三 289.1ﾄｸ

鉄道会社サバイバル 佐藤 嘉彦 686.3ｻﾄ ヤングケアラー 濱島 淑惠 369ﾔﾝ

鉄道きっぷ探究読本 後藤 茂 686.5ｺﾞﾄ 異種最強王図鑑 健部 伸明 388ｲｼ

ジブリパーク公式ガイドブック 689.5ｼﾞﾌﾞ アリのひみつ大図鑑 佐藤 俊幸 486.7ｻﾄ

楽しい絵本・葛飾北斎『富嶽百景』を読む 有泉 豊明 721.8ｱﾘ 未来につながる!ロボットの技術 日本ロボット学会 548.3ﾐﾗ

スヌーピーたちの人生案内　1・2 726.1ｼｭ 栗原心平のキッズキッチン 栗原 心平 596ｸﾘ

朝日新聞報道写真集　2023 朝日新聞社 748ｱｻ ふしぎいっぱい!学校の木 高柳 芳恵　 653.2ﾀｶ

昭和を駆け抜ける 林 忠彦 748ﾊﾔ めちゃヘンな早口ことば 大谷 健太 807.9ｵｵ

色のコードを読む ポール　シンプソン 757.3ｼﾝ

70歳からの椅子筋トレ 枝光 聖人 780.7ｴﾀﾞ コアラのなみだ 今西 乃子 ｲﾏ

必携茶花ハンドブック 加藤 淡斎 791.6ｶﾄ ようかいとりものちょう　1～16 大崎 悌造 ｵｵ
モンスター・ホテルでうたいましょう 柏葉 幸子 ｶｼ

作家超サバイバル術! 中山 七里 901.3ｻｯ たんていくまたろう さかまき ゆか ｻｶ

文豪が愛した文豪 真山 知幸 910.2ﾏﾔ あやしの保健室　2-2 染谷 果子 ｿﾒ

覇王の轍 相場 英雄 ｱｲ さよならのたからばこ 長崎 夏海 ﾅｶﾞ

風を紡ぐ あさの あつこ ｱｻ ぞうのフニフとわにのワムくん はせがわ さとみ　 ﾊｾ

ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒 ｱﾀﾞ エツコさん　 昼田 弥子 ﾋﾙ

この世の喜びよ 井戸川 射子 ｲﾄﾞ どすこい！ 森埜 こみち ﾓﾘ

真珠とダイヤモンド　上・下 桐野 夏生 ｷﾘ 子どもお悩み相談会 914.6 ｺﾄﾞ

開墾地 ｹｽﾞ 名探偵ポアロ ポアロ登場 アガサ　クリスティー 933.7ｸﾘ

名探偵のままでいて 小西 マサテル ｺﾆ

猫にならって 佐川 光晴 ｻｶﾞ きみを変える50の名言　3期［3］ 佐久間 博 159.8ｻｸ

荒地の家族 佐藤 厚志 ｻﾄ 10代のためのココロとカラダの整え方 吉田 誠司 498.3ｼﾞｭ

グレイスレス 鈴木 涼美 ｽｽﾞ あやかし夫婦は未来のために。下 友麻 碧 ﾕｳ

☺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 ）

テ ィ ー ン ズ

新 着 資 料 案 内　（新しく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 ）

え　　ほ　　ん　

児　童　書　（　よみもの以外　）

児　童　書　（　よみもの　）

 


