
分類番号 書名 著者名 出版社

019.5 新・絵本はこころの処方箋 岡田 達信 瑞雲舎

159.4 やめる時間術 尾石 晴 実業之日本社

210.1 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 山崎 圭一 SBクリエイティブ

291 関西・名古屋から行くオートキャンプ場ガイド　2021 実業之日本社

291.7 るるぶ鳥取　'22 JTBパブリッシング

304 今を生き抜くための池上式ファクト46 池上 彰 文藝春秋

319.8 核なき時代を生きる君たちへ 安斎 育郎 かもがわ出版

333.8 日本のSDGs 高橋 真樹 大月書店

336.4 電話応対これができればOKです! 直井 みずほ ナツメ社

336.5 ミスしない大百科 飯野 謙次 SBクリエイティブ

338.1 貯金40万円が株式投資で4億円 かぶ1000 ダイヤモンド社

338.1 今さら聞けない投資の超基本 泉 美智子 朝日新聞出版

338.1 初めての人のための資産運用ガイド 内藤 忍 ディスカヴァー・トゥエンティワン

361.4 マンガ版ちょっとだけ・こっそり・素早く「言い返す」技術 ゆうき ゆう 三笠書房

361.4 気弱さんのための言いにくいモノの言い方 五百田 達成 主婦の友社

366.1 会社に人生を振り回されない武器としての労働法 佐々木 亮 KADOKAWA

367.7 ゆる終活のための親にかけたい55の言葉 奥山 晶子 オークラ出版

367.7 おひとりさまの認知症 高瀬 義昌 主婦の友社

368.6 いやです、だめです、いきません 清永 奈穂 岩崎書店

370.4 「ほんとのこと」は、親にはいえない 木村 泰子 家の光協会

374.6 保護者のお悩み解決します! くま ゆうこ 東洋館出版社

376.1 かわいい!たのしい!まるっとシアターあそびBOOK 井上 明美 自由現代社(発売)

385.9 オトナ女子のふるまい手帖 高田 将代 SBクリエイティブ

388.1 ツッコミ読み!裏切りの日本昔話 ながた みかこ 笠間書院

420 始まりから知ると面白い物理学の授業 左巻 健男 山と溪谷社

442 天体観測に魅せられた人たち エミリー・レヴェック 原書房

491.3 スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社

492.1 健康診断の結果がやばいと感じたら最初に読む本 小橋 隆一郎 主婦の友社

493.1 そもそも血糖値ってなんですか? 福田 千晶 主婦の友社

498.5 世界最新の医療データが示す最強の食事術 満尾 正 小学館

524.9 響きをみがく 石合 力 朝日新聞出版

527 リノベとリフォームの、何ができない何ができるのすべてがわかる本 主婦の友社 主婦の友社

593.3 ATELIER to nani IRO季節をまとう一年の服 伊藤 尚美 文化学園文化出版局

596 志麻さんのベストおかず　プレミアムほぼ100円おかず編 タサン志麻 扶桑社

596 業務田スー子のヒルナンデス!冷凍食品ずるうまレシピ 業務田 スー子 ワニブックス

２０２１年５月新着図書　（４月中に届いた本）

一般書



596.2 おいしいピッツァ生地が作りたい、とおもったら 中村 裕美 アップルミンツ

597 狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール しかま のりこ 彩図社

599.8 だいじょうぶ、絵本があります 安藤 宣子 海鳥社

626.9 袋栽培でかんたん野菜づくり 梁川 正 秀和システム

762.3 ぼく、ベートーヴェン やまみち ゆか カワイ出版

778.2 THEやんごとなき雑談 中村 倫也 KADOKAWA

【予約の多い一般書】

1位　人は話し方が9割

2位　「育ちがいい人」だけが知っていること

3位  スナックキズツキ

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 正欲 朝井 リョウ 新潮社

913.6 花下に舞う あさの あつこ 光文社

913.6 灰の劇場 恩田 陸 河出書房新社

913.6 本日も晴天なり 梶 よう子 集英社

913.6 チンギス紀　10 北方 謙三 集英社

913.6 幸福団子 倉阪 鬼一郎 光文社

913.6 大義 今野 敏 徳間書店

913.6 まるまるの毬　上　（大活字本） 西條 奈加 埼玉福祉会

913.6 まるまるの毬　下　（大活字本） 西條 奈加 埼玉福祉会

913.6 祇園会 佐伯 泰英 光文社

913.6 その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 集英社

913.6 上流階級　其の3 高殿 円 小学館

913.6 どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな 双葉社

913.6 骨を追え 堂場 瞬一 文藝春秋

913.6 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小学館

913.6 言葉の園のお菓子番 ほしお さなえ 大和書房

913.6 ドキュメント 港 かなえ KADOKAWA

913.6 魂手形 宮部 みゆき KADOKAWA

914.6 大人の流儀　10 伊集院 静 講談社

914.6 Go Toマリコ 林 真理子 文藝春秋

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　いわいごと

2位　52ヘルツのクジラたち

3位　オルタネート

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

R911.30 俳句季語よみかた辞典 日外アソシエーツ株式会社 日外アソシエーツ

請求記号 書名 著者名 出版社

193 やさしい旧約聖書物語 犬養 道子 河出書房新社

193 やさしい新約聖書物語 犬養 道子 河出書房新社

210 くらしをくらべる戦前・戦中・　2 古舘 明廣 岩崎書店

289 池田菊苗 清水 洋美 汐文社

337 北里柴三郎と千円札物語 オフィス303 ほるぷ出版

338 お金が動かす世界 関 和之 旺文社

383 消えゆくくらしのモノ事典 岩崎書店編集部 岩崎書店

404 ピクサーのなかまと学ぶはじめ　3 KADOKAWA

404 どっちが強い!?X　6 エアーチーム KADOKAWA

411 ちびまる子ちゃんの計算力をつける 小杉 拓也 集英社

443 春の星と星座 藤井 旭 ほるぷ出版

443 夏の星と星座 藤井 旭 ほるぷ出版

443 秋の星と星座 藤井 旭 ほるぷ出版

443 冬の星と星座 藤井 旭 ほるぷ出版

443 星と星座の動き 藤井 旭 ほるぷ出版

491 はたらく細胞めくって学べる!からだのしくみ 講談社 講談社

629 日本庭園を楽しむ絵本 大野 八生 あすなろ書房

657 たけのこなんのこ? ひさかたチャイルド

700 図工が楽しくなる 鳥居 志帆 旺文社

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

754 気持ちを届けよう!世界にひとつの手作り手紙 寺西 恵里子 汐文社

798 Think!Think! ワンダーラボ 小学館

943 子どもに語るグリムの昔話　1 グリム こぐま社

943 子どもに語るグリムの昔話　2 グリム こぐま社

943 子どもに語るグリムの昔話　3 グリム こぐま社

943 子どもに語るグリムの昔話　4 グリム こぐま社

943 子どもに語るグリムの昔話　5 グリム こぐま社

943 子どもに語るグリムの昔話　6 グリム こぐま社

F ほねほねザウルス　24 カバヤ食品株式会社 岩崎書店

Fク ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤 ノリコ 白泉社

Fサ がっこうのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fソ ずっと一年生!? 宗田 理 KADOKAWA

参考

児童書



Fナ サンドイッチクラブ 長江 優子 岩波書店

Fハ 都会のトム&ソーヤ　17 はやみね かおる 講談社

Fハ 葉っぱにのって 濱野 京子 金の星社

Fヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　15 廣嶋 玲子 偕成社

Fヒ 十年屋　5 廣嶋 玲子 静山社

Fフ カレンダー吸血鬼は知っている 藤本 ひとみ 講談社

Fム ひみつのポムポムちゃん 夢みる歌姫 村山 早紀 講談社

Fム 一年生なんだもん 村上 しいこ 学研プラス

Fモ 5分後に意外な結末Q 桃戸 ハル 学研プラス

【予約のある児童書】

1位　ドラえもん探究ワールド地理が学べる世界の家づくり

2位　ドラえもん科学ワールド乗り物と交通

3位　どっちが強い!?リカオンvsモリイノシシ

請求記号 書名 著者名 出版社

Kオ おおきくなったら とよた かずひこ 童心社

Kヒ ぴかっ!ごろごろおにのパンツ 長野 ヒデ子 童心社

Pオ おかしのずかん 大森 裕子 白泉社

Pカ ありえない! エリック・カール 偕成社

Pカ うさぎのパンやさんのいちにち かこ さとし 復刊ドットコム

Pカ はしごしゃののびるくん 鎌田 歩 岩崎書店

Pク 恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川 みつひろ 小峰書店

Pコ さくららら 小寺 卓矢 アリス館

Pサ さるじぞう 斎藤 隆夫 あすなろ書房

Pツ めがねがね tupera tupera ひさかたチャイルド

Pト いっぽんばしこちょこちょ とよた かずひこ 世界文化ワンダークリエイト

Pト ももんちゃんどこへいくのかな? とよた かずひこ 童心社

Pハ しげちゃんのはつこい 長谷川 義史 金の星社

Pフ こいのぼりセブン ふくだ いわお 世界文化ワンダークリエイト

Pミ むしゃむしゃたべたらおいしいぞ みやにし たつや 鈴木出版

Pヨ ぽかぽかぐ～ん よしむら めぐ 小学館

WY たまごのあかちゃん やぎゅう げんいちろう 福音館書店

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。


