
分類番号 書名 著者名 出版社

007.3 Google Meet基本&便利技 リンクアップ 技術評論社

007.6 できるゼロからはじめるiPhone 12/12 mini/SE超入門 法林 岳之 インプレス

021.2 マンガまるわかり著作権 齋藤 理央 新星出版社

021.4 重版未定　1 川崎 昌平 中央公論新社

021.4 重版未定　2 川崎 昌平 中央公論新社

031 現代用語の基礎知識 自由国民社

069.4 ただいま収蔵品整理中! 鷹取 ゆう 河出書房新社

104 むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。 小川 仁志 高橋書店

112 百田尚樹の新・相対性理論 百田 尚樹 新潮社

143.7 あの人はなぜ定年後も会社に来るのか 中島 美鈴 NHK出版

175.9 ほっとする神社とお寺図鑑 八木 透 リベラル社

213.6 江戸移住のすすめ 冨岡 一成 旬報社

281 ざんねんな日本史 本郷 和人 宝島社

288.1 47都道府県・名字百科 森岡 浩 丸善出版

289 ワルあがき 北里 洋平 NORTH VILLAGE

290.9 るるぶ今見たい!世界の絶景 JTBパブリッシング

302.1 池上彰の今さら聞けない日本のこと 池上 彰 海竜社

316.1 これって個人情報なの?意外と知らない実務の疑問 稲葉 一人 税務研究会出版局

317.7 やさしく学べる危険物関係の法律 石原 鉄郎 第一法規

335 生きていくために必要なフリーランスのお金 佐々木 康之 ナツメ社

336.1 365日ヒットのアイデア ビジネスアイデア総研 青春出版社

338.7 住宅ローン&マイホームの税金　2021 西澤 京子 エクスナレッジ

361.5 どこへ行っても恥をかかない世界の「常識」図鑑 御手洗 昭治 総合法令出版

364.6 年金のきほん 清水 典子 主婦の友社

365.3 マンションの「音のトラブル」を解決する本 井上 勝夫 あさ出版

366.1 職場六法 岩出 誠 講談社

366.8 「非正規」六法 飯野 たから 自由国民社

367.7 定年の教科書 長尾 義弘 河出書房新社

376.1 子どもと作るかわいい!行事の製作あそび 世界文化ワンダークリエイト

376.1 遊べる!飾れる!超かわいい!季節の折り紙アイデアブック いしばし なおこ 世界文化ワンダークリエイト

376.1 すぐできる0・1・2歳児の手あそび&ピアノ伴奏 阿部 直美 中央法規出版

385.6 お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで 主婦の友社 主婦の友社

385.9 最新困ったときにすぐひけるマナー大事典 現代マナー・作法の会 西東社

386.1 大江戸年中行事の作法 小和田 哲男 G.B.

388.1 47都道府県・民話百科 花部 英雄 丸善出版

２０２１年３月新着図書　（２月中に届いた本）

一般書



490.9 薬日本堂のおうち漢方365日 薬日本堂 家の光協会

493.1 喘息・花粉症・食物アレルギー 永田 真 ライフサイエンス出版

493.7 家族が認知症かも?と思ったときのファーストブック 河野 和彦 KADOKAWA

493.7 若年性認知症を笑顔で生きる笑顔で寄り添う 松本 恭子 クリエイツかもがわ

501.6 自民党発!「原発のない国へ」宣言 秋本 真利 東京新聞

509.2 そこに工場があるかぎり 小川 洋子 集英社

588.6 ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り 真藤 舞衣子 立東舎

590 なくす家事 マキ KADOKAWA

590.4 モノが私を助けてくれる 本多 さおり 大和書房

594 マスクの次に何作る?ミシンで楽しむ布こもの ブティック社

596 伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ タサン志麻 ワニブックス

596 ホットクックだからおいしい!絶品レシピ150 牛尾 理恵 文化学園文化出版局

597.5 片付けは減らすが9割 阪口 ゆうこ ぱる出版

626.9 キッチンからはじめる再生栽培 原 由紀子 ブティック社

627.1 水揚げ&花のケア 薄木 健友 誠文堂新光社

629.2 京都もてなしの庭 烏賀陽 百合 青幻舎

673.3 妻がマルチ商法にハマって家庭崩壊した僕の話。 ズュータン ポプラ社

693.8 風景印百科　2021北陸・東海・近畿編 日本郵趣出版

726.1 スナックキズツキ 益田 ミリ マガジンハウス

755.5 0からはじめるやさしい手縫いの革小物 松崎 雅子 日本ヴォーグ社

769.1 魅せる日本舞踊 二代目花柳壽應 メイツユニバーサルコンテンツ

786.3 はじめよう!ソロキャンプ 森 風美 山と溪谷社

792 和の香りを楽しむ「お香」入門 山田松香木店 東京美術

810.4 正しい言葉遣い 末岡 実 阿部出版

810.4 ここ一番の国語辞典 話題の達人倶楽部 青春出版社

814.7 平成の新語・流行語辞典 米川 明彦 東京堂出版

816.6 季節と気持ちを上手に伝える手紙の書き方マナー&文例集 杉本 祐子 主婦の友社

【予約の多い一般書】

1位　本当の自由を手に入れるお金の大学

2位　はらぺこ万歳!　おかわり

3位  「育ちがいい人」だけが知っていること

分類番号 書名 著者名 出版社

911.30 あるある!お悩み相談室「名句の学び方」 岸本 葉子 NHK出版

911.30 おたがいさま 群 ようこ 角川春樹事務所

913.6 鼠、十手を預かる 赤川 次郎 KADOKAWA

913.6 ばあさんは15歳 阿川 佐和子 中央公論新社

913.6 珈琲屋の人々　4 池永 陽 双葉社

文学、エッセイ、小説ほか



913.6 双風神 今村 翔吾 祥伝社

913.6 黄金雛 今村 翔吾 祥伝社

913.6 惣目付臨検仕る 抵抗 上田 秀人 光文社

913.6 推し、燃ゆ 宇佐見 りん 河出書房新社

913.6 今度生まれたら 内館 牧子 講談社

913.6 私のなかの彼女　上（大活字本） 角田 光代 埼玉福祉会

913.6 私のなかの彼女　下（大活字本） 角田 光代 埼玉福祉会

913.6 騙る 黒川 博行 文藝春秋

913.6 善人長屋　上（大活字本） 西條 奈加 埼玉福祉会

913.6 善人長屋　下（大活字本） 西條 奈加 埼玉福祉会

913.6 幼なじみ 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 国道食堂　2nd season 小路 幸也 徳間書店

913.6 天国はまだ遠く（大活字本） 瀬尾 まいこ 埼玉福祉会

913.6 松葉の想い出 知野 みさき 角川春樹事務所

913.6 刑事の枷 堂場 瞬一 KADOKAWA

913.6 ナミヤ雑貨店の奇蹟　上（大活字本） 東野 圭吾 埼玉福祉会

913.6 ナミヤ雑貨店の奇蹟　下（大活字本） 東野 圭吾 埼玉福祉会

913.6 野良犬の値段 百田 尚樹 幻冬舎

913.6 裏切り 藤井 邦夫 KADOKAWA

913.6 私が語りはじめた彼は　上（大活字本） 三浦 しをん 埼玉福祉会

913.6 私が語りはじめた彼は　下（大活字本） 三浦 しをん 埼玉福祉会

913.6 湖の女たち 吉田 修一 新潮社

914.6 それなりに生きている 群 ようこ 埼玉福祉会

916 がんの記事を書いてきた私が乳がんに!? 内野 こめこ KADOKAWA

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

2位　犬がいた季節

3位　推し、燃ゆ

請求記号 書名 著者名 出版社

R210.0 日本史総合年表 加藤 友康 吉川弘文館

R759.0 日本人形玩具大辞典 日本人形玩具学会 東京堂出版

R813.5 類語活用辞典 磯貝 英夫 東京堂出版

*大活字本は、小さな文字が読みにくい方のために、通常の図書よりも大きなサイズの文字で
  書かれて出版されているものです。

参考



請求記号 書名 著者名 出版社

104 ふつうってどういうこと? NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班 ほるぷ出版

209 世界史探偵コナン　4 青山 剛昌 小学館

209 世界史探偵コナン　5 青山 剛昌 小学館

209 世界史探偵コナン　6 青山 剛昌 小学館

210 くらしをくらべる戦前・戦中・戦後 古舘 明廣 岩崎書店

242 ピラミッドのサバイバル　4 洪 在徹 朝日新聞出版

288 こども世界国旗図鑑 苅安 望 平凡社

333 未来からの伝言 那須田 淳 講談社

335 はじまりはひとつのアイデアから　 ローウィ・バンディ・シコル 鈴木出版

335 はじまりはひとつのアイデアから　2 ローウィ・バンディ・シコル 鈴木出版

367 すし屋のすてきな春原さん 戸森 しるこ 講談社

368 みんなはアイスをなめている 安田 夏菜 講談社

371 明日、学校へ行きたくない 茂木 健一郎 KADOKAWA

404 ミクロのサイエンス 藤子・F・不二雄 小学館

421 はじめまして相対性理論 シェダード・カイド=サラーフ・フェロン 化学同人

465 ウイルスって何だろう? 武村 政春 PHP研究所

468 海をこえて虫フレンズ 吉野 万理子 講談社

480 動物の仕事をするには? さがわ ゆめこ 金の星社

481 アスリートな動物図鑑 成島 悦雄 ナツメ社

493 はたらく細胞ウイルス&細菌図鑑 講談社 講談社

501 夢の発電って、なんだろう? 森川 成美 講談社

517 水とトイレがなかったら? 石崎 洋司 講談社

590 プロから学ぶ修理ずかん　2 フレーベル館

681 気をつけよう!自転車トラブル 日本交通安全教育普及協会 汐文社

702 レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ 高橋 明也 東京美術

718 修学旅行が楽しくなる仏像“ここ見て”調査隊　京都編 中村 文人 くもん出版

721 国芳と仙厓 金子 信久 東京美術

721 若冲と応挙 金子 信久 東京美術

721 宗達と光琳 金子 信久 東京美術

721 北斎と広重 金子 信久 東京美術

723 ゴッホとゴーガン 高橋 明也 東京美術

723 ピカソとマティス 高橋 明也 東京美術

723 レンブラントとフェルメール 高橋 明也 東京美術

726 自由帳みせて! すずき こうせい 福音館書店

754 5回で折れるかざれる!あそべる!おりがみ　1 いしかわ まりこ 汐文社

754 5回で折れるかざれる!あそべる!おりがみ　2 いしかわ まりこ 汐文社

754 5回で折れるかざれる!あそべる!おりがみ　3 いしかわ まりこ 汐文社

児童書



798 eスポーツプレイヤーになるには? RIZeST 金の星社

908 おんなのこのめいさくだいすき ささき あり 西東社

908 おんなのこのめいさくだいすき　ウキウキたのしい，全25話 ささき あり 西東社

908 おんなのこのめいさくだいすき　キラキラかんどう，全25話 ささき あり 西東社

908 おんなのこのめいさくだいすき　ワクワクゆめみる，全25話 ささき あり 西東社

910 ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ 廣嶋 玲子 偕成社

911 超訳マンガ国語で習う名詩・短歌・俳句物語 学研プラス

921 読んで学ぶはじめての漢詩　情感編 張 文俊 ベネッセコーポレーション

921 読んで学ぶはじめての漢詩　植物編 陳 吟 ベネッセコーポレーション

921 読んで学ぶはじめての漢詩　季節編 林 山 ベネッセコーポレーション

921 読んで学ぶはじめての漢詩　景物山水編 林 山 ベネッセコーポレーション

921 読んで学ぶはじめての漢詩　動物編 林 山 ベネッセコーポレーション

933 シロクマといっしょにお引っ越し!? マリア・ファラー あかね書房

943 ねこ学校のいたずらペーター アンネリース・ウムラウフ=ラマチュ 徳間書店

F 竹取物語 越水 利江子 学研プラス

F 平家物語 弦川 琢司 学研プラス

F 古事記 那須田 淳 学研プラス

Fア 三毛猫ホームズの宝さがし 赤川 次郎 汐文社

Fア 三毛猫ホームズの幽霊退治 赤川 次郎 汐文社

Fイ カメくんとイモリくん 小雨ぼっこ いけだ けい 偕成社

Fイ 子どもに語る日本の昔話　1 稲田 和子 こぐま社

Fイ 子どもに語る日本の昔話　2 稲田 和子 こぐま社

Fイ 子どもに語る日本の昔話　3 稲田 和子 こぐま社

Fエ 少年探偵団 江戸川 乱歩 学研プラス

Fカ くもとり山のイノシシびょういん かこ さとし 福音館書店

Fカ リンゴちゃんのいえで 角野 栄子 ポプラ社

Fク 夜カフェ　8 倉橋 燿子 講談社

Fコ うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい 講談社

Fタ 里見八犬伝 曲亭 馬琴 学研プラス

Fタ 走れメロス 太宰 治 学研プラス

Fナ 風神風鈴物語 夏也 園子 PHP研究所

Fニ 手ぶくろを買いに/ごんぎつね 新美 南吉 学研プラス

Fミ 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 学研プラス

【予約のある児童書】

1位　鬼滅の刃 炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編

2位　どっちが強い!?カバvsアフリカスイギュウ

3位　かいけつゾロリきょうふのエイリアン



請求記号 書名 著者名 出版社

P アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ徳間書店

Pイ マスクをとったら いりやま さとし 講談社

Pコ ぜったいにおしちゃダメ?　ラリーとおばけ ビル・コッター サンクチュアリ出版

Pサ ふしぎなニャーチカ 佐藤 文音 神宮館

Pシ ほらぴったり ジェームズ・ジョーンズ ブロンズ新社

Pシ パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA

Pス あっぷっぷのぷ～ すずき まみ サニーサイド

Pセ あらいくん serico 世界文化社

Pタ ようかいむらのどきどきひなまつり たかい よしかず 国土社

Pタ ぱっぷんぱっぷんパンケーキ! タカタ カヲリ 絵本塾出版

Pノ ぼく、仮面ライダーになる!　セイバー編 のぶみ 講談社

Pハ かける はらぺこめがね 佼成出版社

Pフ ミッフィーこどもずかんステップアップ ディック・ブルーナ 講談社

Pモ アリババと40人のとうぞく ナルゲス・モハンマディ ほるぷ出版

Pヤ アンパンマンとちくりん やなせ たかし フレーベル館

WH おつきさまこんばんは 林 明子 福音館書店

WK サンドイッチサンドイッチ 小西 英子 福音館書店

★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


