
分類番号 書名 著者名 出版社

007.3 ネット中傷駆け込み寺 佐藤 佳弘 武蔵野大学出版会

007.6 エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい 四禮 静子 技術評論社

146.8 雨でも晴れでも「繊細さん」 武田 友紀 幻冬舎

159.4 13歳から分かる!プロフェッショナルの条件 藤屋 伸二 日本図書センター

210.1 日本史見るだけブック 福田 智弘 辰巳出版

281 偉人たちの人生図鑑 山崎 圭一 宝島社

291 全国SA・PA道の駅ガイド　[2021] 昭文社

291 鉄印帳でめぐる全国の魅力的な鉄道40 地球の歩き方

317.7 警視庁科学捜査官 服藤 恵三 文藝春秋

320 おっさんず六法 松沢 直樹 飛鳥新社

326.5 現代刑務所の作法 河合 幹雄 G.B.

330 グラレコで学ぶ経済本 澤 昭人 repicbook

371.4 不登校に陥る子どもたち 成重 竜一郎 合同出版

379.9 我が家はこうして読解力をつけました 佐藤 亮子 くもん出版

379.9 神子育て 星 渉 朝日新聞出版

383.8 マンガでわかる日本料理の常識 長島 博 誠文堂新光社

493.2
高血圧自力で下げる!血圧対策の名医が教える
最新1分体操大全

文響社

493.7 認知症になった蛭子さん 蛭子 能収 光文社

493.8 新型コロナワクチンQ&A100 コロワくんサポーターズ 日経メディカル開発

494.9 夜間頻尿朝までぐっすり!自宅ケアBOOK 主婦と生活社ライフ・ケア編集部 主婦と生活社

498.5 最新カタカナ栄養素事典 藤井 義晴 主婦の友社

498.5 カラダにやさしいコンビニごはん100 平澤 芳恵 小学館

498.6 分水嶺 河合 香織 岩波書店

589.2 人生がキラめく靴選び 森 千秋 河出書房新社

593.3 家庭科3だった私が365日、手作り服で暮らし 津田 蘭子 ワニブックス

596 プロのおうちごはん NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」制作班 アスコム

596 名古屋おいしい店カタログ 朝日新聞出版 朝日新聞出版

596.3 野菜まるごと冷凍レシピ 沼津 りえ 主婦の友社

626.9 ペットボトルからはじめる水耕栽培とプランター菜園 はた あきひろ 内外出版社

626.9 食べられる庭図鑑 良原 リエ KTC中央出版

627.8 カジュアルに楽しむ手のひら盆栽 ビリ ブティック社

649.8 動物病院との最高の付き合い方 向後 亜希 ダイヤモンド社

767.7 こまった時はわらべうた うれしい時もわらべうた
わらべうたネットワークネット
ワークうたぼっこの森 ひとなる書房

780 スポーツ観戦を楽しむ本 成美堂出版編集部 成美堂出版

一般書

２０２１年６月新着図書　（５月中に届いた本）



801.7 世界の「こんにちは」
東京外国語大学アジア・アフ
リカ言語文化研究所

日経ナショナルジオグラフィック

809.4 音読教室 堀井 美香 カンゼン

811.2 大人の脳トレ!チコちゃんの「思い出し」漢字・ことわざクイズ NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班 宝島社

【予約の多い一般書】

1位　「育ちがいい人」だけが知っていること

2位　よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑

3位  嫌われる勇気

分類番号 書名 著者名 出版社

909 児童文学の中の家 深井 せつ子 エクスナレッジ

913.6 武士の流儀　5 稲葉 稔 文藝春秋

913.6 継争 上田 秀人 徳間書店

913.6 お助け椀 倉阪 鬼一郎 実業之日本社

913.6 向島・箱屋の新吉　3 小杉 健治 KADOKAWA

913.6 曲亭の家 西條 奈加 角川春樹事務所

913.6 初詣で 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 葉隠の婿 坂岡 真 角川春樹事務所

913.6 グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 小路 幸也 集英社

913.6 沈黙の終わり　上 堂場 瞬一 角川春樹事務所

913.6 沈黙の終わり　下 堂場 瞬一 角川春樹事務所

913.6 白鳥とコウモリ 東野 圭吾 幻冬舎

913.6 52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社

913.6 エレジーは流れない 三浦 しをん 双葉社

913.6 乱丸　上 宮本 昌孝 徳間書店

913.6 乱丸　下 宮本 昌孝 徳間書店

914.6 気がつけば、終着駅 佐藤 愛子 中央公論新社

914.6 小福ときどき災難 群 ようこ 集英社

917 愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内 寂聴 宝島社

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　白鳥とコウモリ

2位　52ヘルツのクジラたち

3位　ラスプーチンの庭

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

209 世界史探偵コナン　7 青山 剛昌 小学館

209 世界史探偵コナン　8 青山 剛昌 小学館

209 世界史探偵コナン　9 青山 剛昌 小学館

210 くらしをくらべる戦前・戦中・戦後　3 古舘 明廣 岩崎書店

289 牧野富太郎 清水 洋美 汐文社

289 前島密 鈴木 悦子 あかね書房

304 未来をつくるあなたへ 中満 泉 岩波書店

371 おとなを動かす悩み相談クエスト 山崎 聡一郎 小学館

378 手話でつながる世界　1 全日本ろうあ連盟 小峰書店

378 手話でつながる世界　2 全日本ろうあ連盟 小峰書店

378 手話でつながる世界　3 全日本ろうあ連盟 小峰書店

378 手話でつながる世界　4 全日本ろうあ連盟 小峰書店

407 実験対決　37 洪 鐘賢 朝日新聞出版

431 めくってたのしむ原子と分子ずかん ロージー・ディキンス 化学同人

453 地震はなぜ起きる? 鎌田 浩毅 岩波書店

480 ざんねんないきもの事典　ますます 今泉 忠明 高橋書店

480 動物なぜなに質問箱 小菅 正夫 講談社

481 ペットボトルで育てよう 水の生き物 谷本 雄治 汐文社

486 わたしたちのカメムシずかん 鈴木 海花 福音館書店

489 オランウータンに会いたい 久世 濃子 あかね書房

590 プロから学ぶ修理ずかん フレーベル館

596 ジブリの食卓アーヤと魔女 スタジオジブリ 主婦の友社

626 ペットボトルで育てよう 野菜・花 谷本 雄治 汐文社

648 屠畜のお仕事 栃木 裕 解放出版社

681 気をつけよう!自転車トラブル　3 日本交通安全教育普及協会 汐文社

754 気持ちを届けよう!世界にひとつの手作り手紙　2 寺西 恵里子 汐文社

798 バスレクセレクション　3 神代 洋一 汐文社

933フ 見つけ隊と燃える小屋のなぞ イーニッド・ブライトン 早川書房

933ア ヤーガの走る家 ソフィー・アンダーソン 小学館

933モ アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ 評論社

943 ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー 徳間書店

949 おいで、アラスカ! アンナ・ウォルツ フレーベル館

949 お話のたきぎをあつめる人 ローレンティン妃 徳間書店

Fア ルルとララのガトーショコラ あんびる やすこ 岩崎書店

Fカ エカシの森と子馬のポンコ 加藤 多一 ポプラ社

Fコ あおぞらこども食堂はじまります! いとう みく ポプラ社

Fス そのときがくるくる すず きみえ 文研出版

Fテ うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠 るい 講談社

児童書



Fニ けんだましょうぶ にしひら あかね 福音館書店

Fハ ウィズ・ユー 濱野 京子 くもん出版

Fヒ 怪奇漢方桃印　4 廣嶋 玲子 講談社

Fム みつばちと少年 村上 しいこ 講談社

Fム 神さまの通り道 村上 しいこ 偕成社

Fレ 人類滅亡フラグがたちました! 令丈 ヒロ子 PHP研究所

【予約のある児童書】

1位　どっちが強い!?X　6

2位　ふしぎ駄菓子屋銭天堂　15

3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

請求記号 書名 著者名 出版社

Pア へんしんどうぶつえん あきやま ただし 金の星社

Pア まいごのたまごにいちゃん あきやま ただし 鈴木出版

Pア へんてこたいそう 新井 洋行 小峰書店

Pア ものおもう 新井 洋行 アルファポリス

Pウ ねずみくんのピッピッピクニック 上野 紀子 ポプラ社

Pタ おかえり、ウミガメ 高久 至 アリス館

Pト ちゃわんちゃんです。 とよた かずひこ 童心社

Pナ えんそくねこねこ 長野 ヒデ子 ひさかたチャイルド

Pナ うそ 中山 信一 主婦の友社

Pハ グーチョキパーのうた 長谷川 義史 解放出版社

Pフ ともだちいっしゅうかん 降矢 なな 偕成社

Pマ あまがえるりょこうしゃ 松岡 たつひで 福音館書店

Pヤ アンパンマンとまほうのロープ やなせ たかし フレーベル館

Pヨ あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ PHP研究所

Pレ みずをくむプリンセス ピーター・H.レイノルズ さ・え・ら書房

Pロ チョウのエデン、えがおのまほうつかい ロマン・トマ 講談社

★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


