
分類番号 書名 著者名 出版社

024 青森の八戸にある小さな本屋さんのかわいいポップの本 ポプ担 小学館

160 宗教と世界 島田 裕巳 新星出版社

281 歴飯ヒストリア 加来 耕三 つちや書店

290 世界なんでもランキング 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291.5 るるぶ温泉&宿東海 信州 飛驒 　[2021] JTBパブリッシング

304 知らないと恥をかく世界の大問題　12 池上 彰 KADOKAWA

304 歴史なき時代に 與那覇 潤 朝日新聞出版

312.1 日本国民のための明解政治学入門 高橋 洋一 あさ出版

324.8 図解最新不動産登記の基本と実務がわかる事 中村 啓一 三修社

337.3 ニセ札鑑定人の贋金事件ファイル 吉田 公一 主婦と生活社

361.5 日本人はなぜ欠けた茶碗を愛でるのか 中山 理 育鵬社

361.6 #若者の本音図鑑 椎名 雄一 学びリンク

367.7 在宅ひとり死のススメ 上野 千鶴子 文藝春秋

367.7 老いの福袋 樋口 恵子 中央公論新社

493.2 身近な人の突然死・寝たきりを防ぐ心臓と脳 鈩 裕和 自由国民社

493.6 こむら返り 出沢 明 文響社

498.3 入浴は究極の疲労回復術 早坂 信哉 山と溪谷社

498.3 効かせるヨガの教科書 中村 尚人 主婦の友社

547.4
今すぐ使えるかんたんWi‐Fi & 自宅LAN完全ガイドブック
困った解決&便利技

芹澤 正芳 技術評論社

593.3 初めてでも作れる!ハンドメイドの帽子BOOK mameco ブティック社

626.9 観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培 大橋 明子 産業編集センター

726.1 一笑両断 佐藤 正明 東京新聞

728.2 これでおしまい 篠田 桃紅 講談社

759 生きがいのボランティアおもちゃドクター 市来 歳世彦 梟社

761 14歳からの新しい音楽入門 久保田 慶一 スタイルノート

786.1 科学が教える山歩き超入門 能勢 博 エクシア出版

787.1 知識ゼロからの釣り入門 つり具の上州屋アウトドアワールド東大和店 幻冬舎

816.6 「育ちのいい人」が使っている添えるだけの1行文 井垣 利英 PHP研究所

【予約の多い一般書】

1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

2位　老いの福袋

3位 ドラゴン桜

２０２１年９月新着図書　（８月中に届いた本）

一般書



分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 術策 上田 秀人 光文社

913.6 チンギス紀　11 北方 謙三 集英社

913.6 遠巷説百物語 京極 夏彦 KADOKAWA

913.6 親子の絆は永遠に 小杉 健治 角川春樹事務所

913.6 ロータスコンフィデンシャル 今野 敏 文藝春秋

913.6 婿どの相逢席 西條 奈加 幻冬舎

913.6 一夜の夢 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 星落ちて、なお 澤田 瞳子 文藝春秋

913.6 明日は結婚式 小路 幸也 祥伝社

913.6 疼くひと 松井 久子 中央公論新社

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　琥珀の夏

2位　疼くひと

3位　白鳥とコウモリ

請求記号 書名 著者名 出版社

031 ドラえもん探究ワールド知ってる?名前の名前のひみつ 藤子・F・不二雄 小学館

116 考える力の育て方 オオタ ヤスシ 旺文社

281 東大教授がおしえるさらに!やばい日本史 本郷 和人 ダイヤモンド社

289 北里柴三郎 おおつき べるの 集英社

291 新・日本のすがた　4　中部地方 帝国書院編集部 帝国書院

291 新・日本のすがた　5　関東地方 帝国書院編集部 帝国書院

291 新・日本のすがた　6　東北地方 帝国書院編集部 帝国書院

291 新・日本のすがた　7　北海道地方 帝国書院編集部 帝国書院

375 ちびまる子ちゃんの自由研究 さくら ももこ 集英社

404 どっちが強い!?X　7 エアーチーム KADOKAWA

404 どっちが強い!?X　8 エアーチーム KADOKAWA

404 科学っておもしろい 入江 久絵 旺文社

407 親子で学ぶ!科学的思考力を育む自学のススメ 渕上 正彦 小学館

480 ドラえもん探究ワールド動物園のなぞ 藤子・F・不二雄 小学館

487 さかな・みずのいきもの 学研プラス

489 どっちが強い!?クロヒョウvsマンドリル ジノ KADOKAWA

507 トミカのひみつ100 ポプラ社

654 山火事のサバイバル　 ポドアルチング 朝日新聞出版

750 てづくりおもしろおもちゃ かこ さとし 小学館

文学、エッセイ、小説ほか

児童書



750 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集　おはなし工作 きむら ゆういち 金の星社

750 きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集　ゲーム工作 きむら ゆういち 金の星社

778 ゴジラ全怪獣大図鑑 講談社 講談社

780 そんなわけでスポーツはじめちゃいました! 粟生 こずえ 主婦の友社

932 夏の夜の夢 ウィリアム・シェイクスピア 静山社

933キ ロウリーのいい子アドベンチャー ジェフ・キニー ポプラ社

F みちのく妖怪ツアー　3 佐々木 ひとみ 新日本出版社

F みちのく妖怪ツアー　4 佐々木 ひとみ 新日本出版社

Fク 友だちは図書館のゆうれい 草野 あきこ 金の星社

Fハ 夏休みルーム はやみね かおる 朝日新聞出版

Fハ 怪盗クイーン煉獄金貨と失われた城 はやみね かおる 講談社

Fハ かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかい 原 ゆたか ポプラ社

Fフ シンデレラ階段は知っている 藤本 ひとみ 講談社

Fミ キャベたまたんていまものの森からSOS! 三田村 信行 金の星社

Fミ ふしぎ町のふしぎレストラン　4 三田村 信行 あかね書房

Fヤ 先生、感想文、書けません! 山本 悦子 童心社

【予約のある児童書】

1位　どっちが強い!?クロヒョウvsマンドリル

2位　水族館のサバイバル　2

3位　かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり

請求記号 書名 著者名 出版社

Pイ ばけばけばけばけばけたくん　かみなりの巻 岩田 明子 大日本図書

Pカ せんろをまもる!ドクターイエロー 鎌田 歩 小学館

Pカ お化けの猛暑日 川端 誠 BL出版

Pサ すやすやおやすみ 酒井 駒子 福音館書店

Pセ うさぎちゃんうみへいく せな けいこ 金の星社

Pヒ おおきなかべがあったとさ 広瀬 克也 文溪堂

Pマ ぱったんして 松田 奈那子 KADOKAWA

★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


