
分類番号 書名 著者名 出版社

007.6 いちばん詳しいExcel関数大事典 国本 温子 SBクリエイティブ

049 3・4・5歳のこどもの「なんで?」早引き事典Light 主婦の友社 主婦の友社

167 13歳からのイスラーム 長沢 栄治 かもがわ出版

210.1 日本史の基本ゆる図鑑 小和田 哲男 宝島社

210.1 「勘違い」だらけの日本文化史 八條 忠基 淡交社

210.7 戦争というもの 半藤 一利 PHP研究所

289 わたしは銭湯ペンキ絵師 田中 みずき 秀明大学出版会

291 教養としての日本地理 浅井 建爾 エクスナレッジ

291.3 鎌倉　[2021]第3版 TAC株式会社出版事業部

291.5 軽井沢　[2021]第3版 TAC株式会社出版事業部

291.6 神戸　[2021]第3版 TAC株式会社出版事業部

319.8 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上 彰 理論社

323 知って楽しい世界の憲法 西 修 海竜社

338.8 貯金がなくても資産を増やせる「0円投資」 野原 亮 日本実業出版社

361.4 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 大野 萌子 サンマーク出版

366.2 やりたいことはよくわかりませんが、私の適職教えてください! 田中 勇一 徳間書店

368.6 万引き 伊東 ゆう 青弓社

368.6 近親殺人 石井 光太 新潮社

448.9 方向音痴って、なおるんですか? 吉玉 サキ 交通新聞社

488.9 もっとディープに!カラス学 杉田 昭栄 緑書房

493.7 うつ・適応障害・双極性障害 文響社

498.5 まいにちタマゴ タマゴ科学研究会 池田書店

512 よくわかる測量 海津 優 ユーキャン学び出版

536.8 栗村修の今日から始めるスポーツ自転車生活 栗村 修 エクシア出版

593.3 おうちで楽しい布ぞうり 市ノ瀬 絵里子 日本ヴォーグ社

594 私が作って私がときめく自家発電ブローチ集 光浦 靖子 文藝春秋

594.3 かぎ針で編む子どものおままごとTOY アップルミンツ

594.7 かわいくて役立つパッチワークのポーチ&ケ-ス ブティック社

596 みんなの買い物大全 心地よい暮らし研究会 ワニブックス

596.3 私の梅仕事 横山 タカ子 扶桑社

596.6 パンイチRECIPE もちこ ワニブックス

596.6 あれもこれも作れる!パウンド型のいちばんおいしいお菓子たち 加藤 里名 主婦と生活社

599.3 子どもと食べたいレンチン作りおき 中村 美穂 世界文化ブックス

599.4 子育てで眠れないあなたに 森田 麻里子 KADOKAWA

615.6 マンガでわかる楽しい草取り 西尾 剛 誠文堂新光社

２０２１年７月新着図書　（６月中に届いた本）

一般書



627.7 世界一やさしいバラづくり 村上 敏 日本文芸社

645.8 デグー、飼いはじめました! 大野 瑞絵 誠文堂新光社

646.2 ダチョウ博士の人畜無害のすゝめ 塚本 康浩 ビジネス社

675 最新マーケティング図鑑 平野 敦士カール 宝島社

686 鉄道ミュージアムガイド 池口 英司 天夢人

【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  スマホ脳

分類番号 書名 著者名 出版社

911.10 基礎からわかるはじめての短歌上達のポイント 高田 ほのか メイツユニバーサルコンテンツ

911.14 5文字で百人一首 すとう けんたろう 講談社

913.6 ヒソップ亭　2 秋川 滝美 講談社

913.6 雲霧仁左衛門　前編 池波 正太郎 新潮社

913.6 雲霧仁左衛門　後編 池波 正太郎 新潮社

913.6 日雇い浪人生活録　11 上田 秀人 角川春樹事務所

913.6 薔薇のなかの蛇 恩田 陸 講談社

913.6 親子の絆にあらがって 小杉 健治 角川春樹事務所

913.6 己丑の大火 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 くさまくら 篠 綾子 小学館

913.6 赤の呪縛 堂場 瞬一 文藝春秋

913.6 駅に泊まろう!　 豊田 巧 光文社

913.6 駅に泊まろう!　2 豊田 巧 光文社

913.6 ヒポクラテスの悔恨 中山 七里 祥伝社

913.6 小説8050 林 真理子 新潮社

913.6 月下のサクラ 柚月 裕子 徳間書店

【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　魂手形

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　10 青山 剛昌 小学館

209 世界史探偵コナン　11 青山 剛昌 小学館

209 世界史探偵コナン　12 青山 剛昌 小学館

289 榎本武揚 加来 耕三 ポプラ社

317 真実を発見!科学捜査 石澤 不二雄 誠文堂新光社

320 ドラえもん社会ワールドspecialみんなのための法律入門 藤子・F・不二雄 小学館

367 こどもジェンダー シオリーヌ ワニブックス

451 すごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎 KADOKAWA

451 みんなが知りたい!気象のしくみ 菅井 貴子 メイツユニバーサルコンテンツ

484 かたつむりのひみつ ひさかたチャイルド

486 カブトムシの音がきこえる 小島 渉 福音館書店

487 日本サンショウウオ探検記 関 慎太郎 少年写真新聞社

489 動物 小菅 正夫 KADOKAWA

489 この世界からサイがいなくなってしまう 味田村 太郎 学研プラス

491 人体断面図鑑 スティーブン・ビースティー あすなろ書房

498 学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上 祐紀 KADOKAWA

517 防災にも役立つ!川のしくみ 川上 真哉 誠文堂新光社

538 「はやぶさ2」リュウグウからの玉手箱 山下 美樹 文溪堂

538 そらをとぶのりものえほん 秋本 俊二 スタジオタッククリエイティブ

590 もののつかいかたえじてん 坂本 京子 スタジオタッククリエイティブ

686 なごやの電車大百科 「旅と鉄道」編集部 天夢人

762 バイエル 加藤 礼次朗 ドレミ楽譜出版社

778 スーパー戦隊 東映株式会社 学研プラス

811 学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野 真二 河出書房新社

901 ショートショートでひらめく文章教室 田丸 雅智 河出書房新社

908 東京ディズニーリゾートに行きたくなる17のおはなし 講談社 講談社

Fオ チョコレートのおみやげ 岡田 淳 BL出版

Fキ けんか餅 桐生 環 フレーベル館

Fク 夜カフェ　9 倉橋 燿子 講談社

Fコ 森の歌が聞こえる 小手鞠 るい 光村図書出版

Fス あいがあれば名探偵 杉山 亮 偕成社

Fム フルーツふれんずイチゴちゃん 村上 しいこ あかね書房

Fム 用具室の日曜日 村上 しいこ 講談社

【予約のある児童書】

1位　都会のトム&ソーヤ　17

2位　ふしぎ駄菓子屋銭天堂　15

3位　どっちが強い!?シャチvsシュモクザメ

児童書



請求記号 書名 著者名 出版社

Pア ふうせんとはりねずみ 新井 洋行 佼成出版社

Pイ もりの100かいだてのいえ いわい としお 偕成社

Pス ぼくのがっこう 鈴木 のりたけ PHP研究所

Pナ そらまめくんのまいにちはたからもの なかや みわ 小学館

Pハ おふくさんのてるてるぼうず 服部 美法 大日本図書

Pミ モグラのモーとグーとラーコ みやにし たつや ポプラ社

Pム おはよう!げんき? 村上 勉 講談社

Pモ ルンバさんと105つごちゃん モカ子 ひかりのくに

Pヤ ハミガキクエスト 山岡 ひかる くもん出版

Pユ おやまでテント ゆーち みえこ アリス館

Pワ おさんぽのおやくそくだもの わたなべ あや あかね書房

★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


