
分類番号 書名 著者名 出版社

007.3 世界一やさしいYouTubeビジネスの教科書1年生 KYOKO ソーテック社

007.3 LINE&Instagram & Facebook & Twitter便利技BESTセレクション リンクアップ 技術評論社

007.3 親子で楽しく学べる人気YouTube動画の作り方 山之内 真 秀和システム

007.6 今さら聞けないパソコン仕事の効率アップ50 森田 圭美 同文舘出版

007.6 Excel & Wordの資料をスマートに見せる本 中山 真敬 宝島社

019.5 中高生のための本の読み方 大橋 崇行 ひつじ書房

021.4 重版未定　3 川崎 昌平 中央公論新社

141.6 あなたはこうしてウソをつく 阿部 修士 岩波書店

175.9 一生に一度は参拝したい全国の神社・お寺めぐり 渋谷 申博 G.B.

210.1 マンガでわかる災害の日本史 磯田 道史 池田書店

280.4 一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典 山崎 圭一 SBクリエイティブ

289 半藤一利の昭和史 文藝春秋

291 80歳、歩いて日本縦断 石川 文洋 新日本出版社

291.5 伊勢志摩　'22 昭文社

318.5 住民の心をつかむ自治体チラシ仰天!ビフォーアフター 足立区シティプロモーション課 学陽書房

330.4
中学生から知っておきたい!
悪い大人にお金をだまし取られない全知識

イケダ ハヤト 主婦の友社

336.2 すぐ動けない人のための時間割仕事術 藤井 孝一 朝日新聞出版

336.5 新人のための『仕事のミスゼロ』チェックリスト50 藤井 美保代 同文舘出版

350.1 データから真実を読み解くスキル 松本 健太郎 日経BP

361.4 『聞き上手さん』の「しんどい」がなくなる本 大野 萌子 ナツメ社

367.7
家族に迷惑をかけたくないあなたが
認知症になる前に準備しておきたいこと

海老原 佐江子 WAVE出版

368.3 「死にたい」に現場で向き合う 松本 俊彦 日本評論社

369.3 災害特派員 三浦 英之 朝日新聞出版

370.4 だから、みんなちがっていい 高濱 正伸 扶桑社

372.1 学校が「とまった」日 中原 淳 東洋館出版社

376.1 実践!0・1・2歳児わくわく手作りおもちゃ 西坂 小百合 ナツメ社

420.2 人物でよみとく物理 田中 幸 朝日学生新聞社

429.6 「ニュートリノと重力波」のことが一冊でまるごとわかる 郡 和範 ベレ出版

450.9 奇跡の大自然図鑑 スミソニアン協会 東京書籍

470 子どもの観る目をはぐくむ植物探検ブック! 小泉 昭男 かもがわ出版

480.7 クマが肥満で悩んでます sirokumao KADOKAWA

490.4 からだのトリビア教えます　Part2 中尾 篤典 羊土社

492.7 「おなか白湯もみ」健康法 三宅 弘晃 ワニ・プラス

493.1 家でも外でも転ばない体を2カ月でつくる! 安保 雅博 すばる舎

493.4 65歳からのお通じ快腸レシピ 松枝 啓 女子栄養大学出版部

２０２１年４月新着図書　（３月中に届いた本）

一般書



493.7 大人の発達障害 太田 晴久 西東社

498.3 自律神経の名医が教えるココロとカラダの疲れとり大全 小林 弘幸 SBクリエイティブ

527.1 最高の二世帯住宅をデザインする方法 area045 エクスナレッジ

590 ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本 主婦の友社 主婦の友社

594 手作りアイデアeco小物 ブティック社

596 もっと京都で食べたい100のもの JTBパブリッシング

596 料理家歴40年プロが考えた究極のはしょり飯 大庭 英子 世界文化社

596 一生使えるレシピ 中村 奈津子 KADOKAWA

596.3 さばいていくっ! きまぐれクック KADOKAWA

599 こどもおうちあそび大全 横山 洋子 永岡書店

599 孫育ての新常識 小屋野 恵 メイツユニバーサルコンテンツ

599.9 子どものイヤイヤこんなときどうする?100のヒント 中田 馨 実務教育出版

627 身近な四季の花がよくわかる便利帳 山田 幸子 主婦の友社

627.7 庭木の「困った!」解決ナビ 船越 亮二 主婦の友社

627.7 わかりやすい多肉植物の育て方 長田 研 永岡書店

670.9 ビジネスメール文例大全 平野 友朗 ナツメ社

686.2 ポツンと秘境駅 「旅と鉄道」編集部 天夢人

721.8 北斎さんぽ 片山 喜康 青幻舎

725.5 3色から始める描こう!リアル色鉛筆 三上 詩絵 日貿出版社

756.6 ヤバすぎる日本刀伝説 小和田 哲男 宝島社

756.7 イラストでわかる日本の甲冑 渡辺 信吾 マール社

759 出会いに心ときめくお雛さまの世界 萬 眞智子 世界文化社

779.9 世の中と足並みがそろわない ふかわ りょう 新潮社

783.4 平畠啓史の日本一わかりやすいJリーグ語辞 平畠 啓史 ワニブックス

【予約の多い一般書】

1位　えんとつ町のプペル

2位　人は話し方が9割

3位  スナックキズツキ

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 居酒屋ぼったくり　おかわり!2 秋川 滝美 アルファポリス

913.6 最悪の将軍　上　（大活字本） 朝井 まかて 埼玉福祉会

913.6 最悪の将軍　下　（大活字本） 朝井 まかて 埼玉福祉会

913.6 立つ鳥の舞 今村 翔吾 角川春樹事務所

913.6 勘定侍柳生真剣勝負　3 上田 秀人 小学館

913.6 まち　1　（大活字本） 小野寺 史宜 大活字文化普及協会

913.6 まち　2　（大活字本） 小野寺 史宜 大活字文化普及協会

913.6 まち　3　（大活字本） 小野寺 史宜 大活字文化普及協会

文学、エッセイ、小説ほか



913.6 代理母、はじめました 垣谷 美雨 中央公論新社

913.6 一朝の夢　上　（大活字本） 梶 よう子 埼玉福祉会

913.6 一朝の夢　下　（大活字本） 梶 よう子 埼玉福祉会

913.6 オルタネート 加藤 シゲアキ 新潮社

913.6 三つ巴 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木 紫乃 KADOKAWA

913.6 一人っ子同盟　上　（大活字本） 重松 清 埼玉福祉会

913.6 一人っ子同盟　下（大活字本） 重松 清 埼玉福祉会

913.6 元彼の遺言状 新川 帆立 宝島社

913.6 麦本三歩の好きなもの　第2集 住野 よる 幻冬舎

913.6 たかが殺人じゃないか 辻 真先 東京創元社

913.6 内通者　上　（大活字本） 堂場 瞬一 埼玉福祉会

913.6 内通者　中　（大活字本） 堂場 瞬一 埼玉福祉会

913.6 内通者　下　（大活字本） 堂場 瞬一 埼玉福祉会

913.6 ラスプーチンの庭 中山 七里 KADOKAWA

913.6 いわいごと 畠中 恵 文藝春秋

913.6 蜩ノ記　1　（大活字本） 葉室 麟 大活字文化普及協会

913.6 蜩ノ記　2　（大活字本） 葉室 麟 大活字文化普及協会

913.6 蜩ノ記　3　（大活字本） 葉室 麟 大活字文化普及協会

913.6 サンドの女 原田 ひ香 実業之日本社

913.6 マスカレード・ホテル　1　（大活字本） 東野 圭吾 大活字文化普及協会

913.6 マスカレード・ホテル　2　（大活字本） 東野 圭吾 大活字文化普及協会

913.6 マスカレード・ホテル　3　（大活字本） 東野 圭吾 大活字文化普及協会

913.6 オムニバス 誉田 哲也 光文社

913.6 吉原手引草　上　（大活字本） 松井 今朝子 埼玉福祉会

913.6 吉原手引草　下　（大活字本） 松井 今朝子 埼玉福祉会

913.6 湯どうふ牡丹雪 山本 一力 KADOKAWA

913.6 自転しながら公転する 山本 文緒 新潮社

913.7 上方落語『東の旅』通し口演 伊勢参宮神賑 桂 文我 パンローリング

914.6 それでもこの世は悪くなかった 佐藤 愛子 埼玉福祉会

914.6 これで暮らす 群 ようこ KADOKAWA

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　推し、燃ゆ

2位　心淋し川

3位　ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

*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。



請求記号 書名 著者名 出版社

031 身近なアノ名前クイズ100 JTBパブリッシング

031 モノのなまえ事典 杉村 喜光 ポプラ社

288 辞書びきえほん国旗 陰山 英男 ひかりのくに

288 激レア名字クイズ100 高信 幸男 JTBパブリッシング

291 ポプラディアプラス日本の地理　1 北海道・東北地方 ポプラ社

291 ポプラディアプラス日本の地理　2 関東地方 ポプラ社

291 ポプラディアプラス日本の地理　3 中部地方 ポプラ社

291 ポプラディアプラス日本の地理　4 近畿地方 ポプラ社

291 ポプラディアプラス日本の地理　5 中国・四国地方 ポプラ社

291 ポプラディアプラス日本の地理　6 九州地方 ポプラ社

291 ポプラディアプラス日本の地理　7 学習資料集・索引 ポプラ社

319 平和の女神さまへ 平和ってなんですか? 小手鞠 るい 講談社

323 ほとんど憲法　上 木村 草太 河出書房新社

323 ほとんど憲法　下 木村 草太 河出書房新社

333 マークで学ぶSDGs　街でみつかるマーク 蟹江 憲史 ほるぷ出版

333 マークで学ぶSDGs　学校でみつかるマーク 蟹江 憲史 ほるぷ出版

335 はじまりはひとつのアイデアから　3 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　4 ローウィ・バンディ・シコル 鈴木出版

335 渋沢栄一の論語と算盤 加地 伸行 KADOKAWA

337 津田梅子と五千円札物語 オフィス303 ほるぷ出版

351 日本のすがた　2021 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

383 ドラえもん探究ワールド地理が学べる世界の家づくり 藤子・F・不二雄 小学館

400 ジュニアサイエンス大図鑑 DK社 河出書房新社

404 ピクサーのなかまと学ぶはじめての科学　1 KADOKAWA

404 ピクサーのなかまと学ぶはじめての科学　2 KADOKAWA

404 ピクサーのなかまと学ぶはじめての科学　3 KADOKAWA

404 ピクサーのなかまと学ぶはじめての科学　4 KADOKAWA

404 ジュニア空想科学読本　15 柳田 理科雄 汐文社

407 そうだったのか!身近なもののはかり方図鑑 「そうだったのか!身近なもののは
かり方図鑑」編集委員会 文研出版

480 天地創造デザイン部へんな生きもの造ってみた。 講談社 講談社

481 水中最強王図鑑 G.Masukawa 学研プラス

481 池の水なぜぬくの? 安斉 俊 くもん出版

489 どっちが強い!?リカオンvsモリイノシシ スライウム KADOKAWA

493 細菌ラボ リチャード・プラット 小学館

519 ぼくらの青 佐藤 まどか 講談社

519 ツリーハウスの風 楠木 誠一郎 講談社

526 超高層ビルのサバイバル　2 ポップコーン・ストーリー 朝日新聞出版

児童書



536 ドラえもん科学ワールド乗り物と交通 藤子・F・不二雄 小学館

538 宇宙ロケット図鑑 吉川 真 成美堂出版

590 プロから学ぶ修理ずかん　3 フレーベル館

594 はじめての手づくり針を使わない手芸 Loving moon 日東書院本社

611 未来を変えるレストラン 小林 深雪 講談社

681 気をつけよう!自転車トラブル　2 日本交通安全教育普及協会 汐文社

709 るるぶ歴史がわかる世界遺産イラスト大図鑑 JTBパブリッシング

754 5回で折れるかざれる!あそべる!おりがみ　4 いしかわ まりこ 汐文社

754 気持ちを届けよう!世界にひとつの手作り手紙　3 寺西 恵里子 汐文社

798 バスレクセレクション　2 神代 洋一 汐文社

835
「意味順」だからできる!絵と図でよくわかる
小学生のための中学英文法入門

田地野 彰 Jリサーチ出版

929 シンドバッドの冒険 横山 洋子 学研プラス

933 ロスト・ワールド コナン・ドイル 学研プラス

933 王子とこじき マーク・トウェイン 学研プラス

953 岩くつ王 アレクサンドル・デュマ 学研プラス

953 家なき子 エクトール・アンリ・マロ 学研プラス

933ホ 少女ポリアンナ エレナ・ポーター 学研プラス

Fア 三毛猫ホームズの殺人協奏曲 赤川 次郎 汐文社

Fア 三毛猫ホームズの水泳教室 赤川 次郎 汐文社

Fイ 6年1組黒魔女さんが通る!!　13 石崎 洋司 講談社

Fカ モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉 幸子 小峰書店

Fカ ドラドラと伝説の竜 片平 直樹 文研出版

Fコ 青の読み手 小森 香折 偕成社

Fシ たまごのはなし しおたに まみこ ブロンズ新社

Fシ 東海道中膝栗毛 十返舎 一九 学研プラス

Fナ 坊っちゃん 夏目 漱石 学研プラス

Fヒ 猫町ふしぎ事件簿　2 廣嶋 玲子 童心社

Fフ まじょのナニーさん　7 藤 真知子 ポプラ社

Fミ 注文の多い料理店 宮沢 賢治 学研プラス

Fム 源氏物語 紫式部 学研プラス

Fレ 妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈 ヒロ子 あすなろ書房

【予約のある児童書】

1位　ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ

2位　ピラミッドのサバイバル　4

3位　ドラえもん科学ワールド乗り物と交通



請求記号 書名 著者名 出版社

Pイ サンドイッチでんしゃ いりやま さとし ひさかたチャイルド

Pウ ぴぽん 内田 麟太郎 鈴木出版

Pオ おせんべいわれた 岡田 よしたか 出版ワークス

Pカ いっぽいっぽのくつ かべや ふよう フレーベル館

Pコ まだまだまだまだ 五味 太郎 偕成社

Pサ みち さいとう しのぶ ひさかたチャイルド

Pシ にくにくしろくま 柴田 ケイコ PHP研究所

Pス なんでもない 鈴木 のりたけ アリス館

Pセ いないいないばあ 瀬川 康男 童心社

Pヒ もふもふちゃん ひらぎ みつえ 岩崎書店

Pフ はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ ふくざわ ゆみこ 世界文化ワンダークリエイト

Pフ おおきいのちいさいの ふくだ じゅんこ 大日本図書

Pム おにぎり! 村上 康成 小峰書店

Pヨ にげてさがして ヨシタケ シンスケ 赤ちゃんとママ社

Pリ クマとこぐまのコンサート デイビッド・リッチフィールド ポプラ社

紙芝居、絵本

★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。


