
分類番号 書名 著者名 出版社

159 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。　続 Jam サンクチュアリ出版

210.4 戦国大名の戦さ事情 渡邊 大門 柏書房

291.5 伊勢志摩 朝日新聞出版

291.5 伊勢神宮参拝旅完全ガイド 東京ニュース通信社

336.5 ビジネス文章力の基本 奈良 正哉 日本実業出版社

336.9 簿記の教科書1年生 宇田川 敏正 新星出版社

345 税金のホント 近藤 雅人 日本法令

365.3 はじめて家を買う人の教科書 三浦 康司 自由国民社

367.9 10代の<性の悩み>白書 思春期外来in上野皮フ科・婦人科クリニック 扶桑社

369.2 親も自分もすり減らない!?シングル介護術 さらだ たまこ WAVE出版

371.4 ある日、うちの子が学校に行かなくなったら 鈴木 あや けやき出版

379.9 ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ 加藤 映子 かんき出版

379.9 思春期コロシアム　続 高野 優 東京新聞

379.9 これならできる、こどもキッチン 石井 由紀子 太郎次郎社エディタス

385.9 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内 えみ ダイヤモンド社

404 ヘンな科学 五十嵐 杏南 総合法令出版

451.6 楽しい雪の結晶観察図鑑 武田 康男 緑書房

491.3 「100年ライフ」のサイエンス 日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボ 日経BP

494.8 かゆみをなくすための正しい知識 順天堂かゆみ研究センター 毎日新聞出版

496 視力を失わないために今すぐできること 深作 秀春 主婦の友社

498.3 「そろそろ、お酒やめようかな」と思ったときに読む本 垣渕 洋一 青春出版社

498.5 目からウロコの栄養学!糖質の基本 枻出版社

498.6 新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田 晴恵 実業之日本社

518.5 リアルでゆかいなごみ事典 滝沢 秀一 大和書房

538.9 ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険 NHK小惑星リュウグウ着陸取材班 講談社

588.5 麴親子の発酵はすごい! 山元 正博 ポプラ社

589.2 おしゃれな大人が実は!している小さな習慣 主婦と生活社

590 揺れ動く今みつけたいわたしの真ん中 Emi 大和書房

591 本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長 朝日新聞出版

593 服のはなし 行司 千絵 岩波書店

597.5 これが最後の片づけ! 石阪 京子 ダイヤモンド社

627
愛でる、食べる、楽しめる!
「暮らしとからだに効く植物の名前」300がよくわかる図鑑

主婦と生活社

670.9 本当に役立つ英文ビジネスEメール 島村 東世子 日刊工業新聞社

673.7 絶滅危惧個人商店 井上 理津子 筑摩書房

754.9 かわいくてとっても楽しい!紙のおもちゃ moko 日本ヴォーグ社

２０２１年２月新着図書　（１月中に届いた本）

一般書



762.8 歴代作曲家ギャラ比べ 山根 悟郎 学研プラス

778.2 ナトセンおすすめシニア映画館 名取 弘文 子どもの未来社

783.8 決定版!実戦で役立つグラウンド・ゴルフ 朝井 正教 ベースボール・マガジン社

810.4 恥ずかしい日本語 山口 謠司 廣済堂出版

【予約の多い一般書】

1位　はらぺこ万歳!　おかわり

2位　本当の自由を手に入れるお金の大学

3位  くそじじいとくそばばあの日本史

分類番号 書名 著者名 出版社

911.14 徒然絵つづり百人一首 大田垣 晴子 京都芸術大学東北芸術
工科大学出版局藝術学舎

913.6 夢幻 上田 秀人 中央公論新社

913.6 乱麻 上田 秀人 講談社

913.6 向島・箱屋の新吉　2 小杉 健治 KADOKAWA

913.6 鬼滅の刃　しあわせの花 吾峠 呼世晴,矢島 綾 集英社

913.6 鬼滅の刃　風の道しるべ 吾峠 呼世晴,矢島 綾 集英社

913.6 鬼滅の刃　片羽の蝶 吾峠 呼世晴,矢島 綾 集英社

913.6 春淡し 佐伯 泰英 光文社

913.6 鬼役　31 坂岡 真 光文社

913.6 雪に撃つ 佐々木 譲 角川春樹事務所

913.6 後宮の烏　5 白川 紺子 集英社

913.6 鯖猫長屋ふしぎ草紙　9 田牧 大和 PHP研究所

913.6 共謀捜査 堂場 瞬一 集英社

913.6 境界線 中山 七里 NHK出版

913.6 ドS刑事　7 七尾 与史 幻冬舎

913.6 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾 光文社

913.6 美しき凶器 東野 圭吾 光文社

913.6 晴れた日は図書館へいこう　3 緑川 聖司 ポプラ社

913.6 灯台からの響き 宮本 輝 集英社

913.6 JR上野駅公園口 柳 美里 河出書房新社

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　犬がいた季節

2位　ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

3位　復讐の協奏曲

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

159 モヤモヤしている女の子のための読書案内 堀越 英美 河出書房新社

209 世界史探偵コナン　 青山 剛昌 小学館

209 世界史探偵コナン　2 青山 剛昌 小学館

209 世界史探偵コナン　3 青山 剛昌 小学館

289 渋沢栄一 加来 耕三 ポプラ社

320 小学生からのなんでも法律相談　5巻 小島 洋祐 文研出版

333 マークで学ぶSDGs 蟹江 憲史 ほるぷ出版

337 渋沢栄一と一万円札物語 オフィス303 ほるぷ出版

366 こども手に職図鑑 子供の科学 誠文堂新光社

369 感染しないひなん所生活 岡田 晴恵 フレーベル館

404 ジュニア空想科学読本　14 柳田 理科雄 汐文社

410 算数まるわかり辞典　1～3年生 藤子・F・不二雄 小学館

410 算数まるわかり辞典　4～6年生 藤子・F・不二雄 小学館

488 カラスのいいぶん 嶋田 泰子 童心社

491 できるかな?人体おもしろチャレンジ 坂井 建雄 えほんの杜

504 こんなにスゴイ!未来のせかい 増田 まもる 東京書籍

526 超高層ビルのサバイバル　 ポップコーン・ストーリー 朝日新聞出版

537 はたらく自動車ずかん 小賀野 実 成美堂出版

596 10歳からのキッチンの教科書　 佐々森 典恵 NHK出版

596 10歳からのキッチンの教科書　2 佐々森 典恵 NHK出版

686 でんしゃでまなぶにほんちず 「旅と鉄道」編集部 天夢人

750 かんたん!かわいい!はじめてのはじめての手芸　 NHK「ガールズクラフト」制作班 金の星社

750 かんたん!かわいい!はじめてのはじめての手芸　2 NHK「ガールズクラフト」制作班 金の星社

750 かんたん!かわいい!はじめてのはじめての手芸　3 NHK「ガールズクラフト」制作班 金の星社

798 バスレクセレクション　 神代 洋一 汐文社

814 日本語オノマトペのえほん 高野 紀子 あすなろ書房

908 5分で読めるストーリー ディズニーガールズ 増井 彩乃 KADOKAWA

933キ グレッグのダメ日記 なんとかなるさ ジェフ・キニー ポプラ社

933キ まほうのレシピ シンディ・キャラハン 竹書房

933ハ ネコ魔女見習いミルク　4 ポーラ・ハリソン 小学館

Fア ジャレットと魔法のコイン あんびる やすこ ポプラ社

Fソ ぼくらの『第九』殺人事件 宗田 理 KADOKAWA

Fソ ぼくらの秘密結社 宗田 理 KADOKAWA

Fヒ 怪奇漢方桃印　3 廣嶋 玲子 講談社

Fヒ 妖怪の子預かります　10 廣嶋 玲子 東京創元社

Fヒ 妖怪の子預かります　9 廣嶋 玲子 東京創元社

Fフ 初恋は知っている　砂原編 藤本 ひとみ 講談社

児童書



Fマ 鬼滅の刃　きょうだいの絆と鬼殺隊編 吾峠 呼世晴,松田 朱夏 集英社

Fマ 鬼滅の刃　炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編1 吾峠 呼世晴,松田 朱夏 集英社

Fマ 劇場版鬼滅の刃 無限列車編 吾峠 呼世晴,松田 朱夏 集英社

Fミ へのへのもへじのおともだち 宮下 すずか くもん出版

Fム みけねえちゃんにいうてみな ともだちのひみつ 村上 しいこ 理論社

Fレ 若おかみは小学生!　スペシャル短編集3 令丈 ヒロ子 講談社

【予約のある児童書】

1位　おしりたんてい おしりたんていのこい!?

2位　ざんねんないきもの事典　さらに

3位　鬼滅の刃　炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編

請求記号 書名 著者名 出版社

Pア ぼくがふえをふいたら 阿部 海太 岩波書店

Pイ ルラルさんのつりざお いとう ひろし ポプラ社

Pイ ガタンゴトン 今泉 和希 文芸社

Pオ いろいろおかしパーティー おおで ゆかこ アリス館

Pオ ゆきだるまとかがみもち 岡本 よしろう 鈴木出版

Pシ おともだちになってくれる? アニタ・ジェラーム 評論社

Pタ うしとざん 高畠 那生 小学館

Pタ ながれぼし 武田 康男 岩崎書店

Pト かけだしたイス ドーリー あわわ

Pハ 女の子はなんでもできる! アリー・パイ 早川書房

Pム 999ひきのきょうだいのおやすみなさい 村上 康成 ひさかたチャイルド

Pヤ またまたうそだあ! 山村 浩二 文溪堂

Pヨ だっこさんかいサンタクロース よしむら めぐ 小学館

Pロ ねむいねむいおつきさま Roko 三恵社

★ご希望の図書が貸出中のときは、予約をお受けいたします。
　「図書リクスト・予約」用紙にご記入のうえ、カウンターまでお申し込みください。

紙芝居、絵本


