
２０２3年2月新着図書　（１月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

007.6 たくさがわ先生が教えるパソコン超入門 たくさがわ つねあき

141.5 Chatter イーサン・クロス 東洋経済新報社

210.3 人物で学ぶ日本古代史　3 新古代史の会 吉川弘文館

221 一冊でわかる韓国史 六反田 豊

222 一冊で分かる中国史 李 泉

291.5 スーツの東海道五十三次自転車の旅 スーツ 二見書房

291.9 るるぶ宮崎高千穂　'24 JTBパブリッシング

291.9 大分・別府 由布院　'24 昭文社

291.9 福岡 博多・天神　'24 昭文社

302.5 池上彰の世界の見方 中南米 池上 彰 小学館

324.7 65歳になったら書いておくエンディング・ラブレター 市川 弘美 すばる舎

366.2 「いい会社」はどこにある? 渡邉 正裕 ダイヤモンド社

367.5 哀しくも愛おしい「40代おじさん」のリアル 前沢 裕文 日経BP

367.9 おうち性教育はじめます　思春期と家族編 フクチ マミ KADOKAWA

369.2 指と耳で見る、目と手で聞く 金治 直美

440 宇宙の図鑑 沼澤 茂美 誠文堂新光社

491.3 今さら聞けない人体の超基本 工藤 孝文 朝日新聞出版

491.3 文系のためのめっちゃやさしい睡眠 林 悠 ニュートンプレス

493.7 夫がアスペルガーと思ったとき妻が読む本 宮尾 益知

498.1 ネット時代のやってはいけない病院・医師選び 五十嵐 淳哉 青春出版社

498.5 やせ調味料ダイエット 松田 リエ マガジンハウス

527 建築家は住まいの何を設計しているのか 藤山 和久 筑摩書房

588.5 グッド・ウイスキー・タイム 新谷 茂子 大泉書店

596 志麻さんのベストおかず　料理のきほん編 タサン志麻 扶桑社

596.6
簡単!すぐ作れる!失敗しない!
小麦粉不使用のグルテンフリーのお菓子の世界へようこそ

yukap KADOKAWA

611.3 地図でスッと頭に入る世界の三大穀物 宮路 秀作 昭文社

611.7 今日からはじめる農家の事業承継 伊東 悠太郎 家の光協会

645.6 犬語図鑑 リリー・チン KADOKAWA

645.6 君のいた時間 伊集院 静 講談社

686.5 鉄道きっぷ探究読本 後藤 茂文

689.5 ジブリパーク公式ガイドブック ジブリパーク

724.1 はじめよう水墨画 久山 一枝 日貿出版社

726.1 日々臆測 ヨシタケ シンスケ 光村図書出版

727 誰も教えてくれないデザインの基本 細山田デザイン事務所

759 万華鏡えほん 鈴木 明子 亥辰舎



764.7 ゼロから分かる!知れば知るほど、面白いジャズ入門 後藤 雅洋

783.7 野球ケガをしない肩・肘・腰の作り方と治し方 手嶋 秀和 コスミック出版

798 脳活性あやとり 有木 昭久 ブティック社

818.6 地図で読み解く関西のことば 岸江 信介 昭和堂

【予約の多い一般書】

1位　ジェイソン流お金の増やし方

2位　魅惑の井村屋あずき茶房

3位  人は話し方が9割

文学、エッセイ、小説ほか

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 変な絵 雨穴 双葉社

913.6 チンギス紀　15 北方 謙三 集英社

913.6 えん結び 倉阪 鬼一郎 実業之日本社

913.6 向島・箱屋の新吉　新章3 小杉 健治 KADOKAWA

913.6 うさぎ玉ほろほろ 西條 奈加 講談社

913.6 四色の藍　上（大活字本） 西條 奈加 埼玉福祉会

913.6 四色の藍　下（大活字本） 西條 奈加 埼玉福祉会

913.6 従者 坂岡 真 光文社

913.6 強運の持ち主　上（大活字本） 瀬尾 まいこ 埼玉福祉会

913.6 強運の持ち主　下（大活字本） 瀬尾 まいこ 埼玉福祉会

913.6 上流階級　其の4 高殿 円 小学館

913.6 風の値段 堂場 瞬一 小学館

913.6 夢の終幕 堂場 瞬一 集英社

913.6 夢幻花　上（大活字本） 東野 圭吾 埼玉福祉会

913.6 夢幻花　下（大活字本） 東野 圭吾 埼玉福祉会

913.6 ラーゲリより愛を込めて 辺見 じゅん 文藝春秋

913.6 ポイズンドーター・ホーリーマ　上（大活字本） 湊 かなえ 埼玉福祉会

913.6 ポイズンドーター・ホーリーマ　下（大活字本） 湊 かなえ 埼玉福祉会

914.6 たりる生活 群 ようこ 朝日新聞出版

963 花びらとその他の不穏な物語 グアダルーペ・ネッテル 現代書館

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　変な絵

2位　教誨

3位　老害の人



児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

289 徳川家康外伝 加来 耕三 ポプラ社

319 小学生から知っておきたいザ・外交　3巻 佐藤 優 文研出版

319 小学生から知っておきたいザ・外交　4巻 佐藤 優 文研出版

320 ルールびっくり事典 こざき ゆう ポプラ社

450 みんなが知りたい!「地球のしくみ」と「環境問題」 北原 義昭 メイツユニバーサルコンテンツ

480 どっちが強い!?ガチンコ動物オリンピック編 Xベンチャーオールスターズ KADOKAWA

484 ずかん貝のからだ 清水 洋美 技術評論社

489 どっちが強い!?ピットブルvsオオヤマネコ ジノ KADOKAWA

491 ドラえもん探究ワールドねむりと夢のふしぎ 藤子・F・不二雄 小学館

510 そうだったのか!まちのひみつ図鑑 チャイルド本社

516 鉄道へぇ～事典 栗原 景 交通新聞社

645 世界の探知犬図鑑 「探知犬図鑑」編集委員会 文研出版

645 動物愛護ってなに? 浅川 千尋 PHP研究所

689 テーマパークのサバイバル ポドアルチング 朝日新聞出版

702 作って発見!日本の美術 金子 信久 東京美術

726 おしりダンディ ザ・ヤング　きょうりゅうのしま トロル 集英社

727 ポスターで伝えよう見るコツつくるコツ　1 冨樫 忠浩 汐文社

727 ポスターで伝えよう見るコツつくるコツ　2 冨樫 忠浩 汐文社

727 ポスターで伝えよう見るコツつくるコツ　3 冨樫 忠浩 汐文社

783 やってみようバレーボール 大山 加奈 ベースボール・マガジン社

810 にほんごをまなぶえほん　1 スーザンももこ 岩崎書店

810 にほんごをまなぶえほん　2 スーザンももこ 岩崎書店

810 にほんごをまなぶえほん　3 スーザンももこ 岩崎書店

810 にほんごをまなぶえほん　4 スーザンももこ 岩崎書店

810 にほんごをまなぶえほん　5 スーザンももこ 岩崎書店

908 5分後に意外な結末ex　亜麻色の糸で紡がれた物語 桃戸 ハル Gakken

908 5分後に意外な結末ex　緑に覆われた世界の出来事 桃戸 ハル Gakken

Fカ モンスター・ホテルでうたいましょう 柏葉 幸子 小峰書店

Fク 魔女のなみだのクッキー 草野 あきこ PHP研究所

Fサ いちねんじゅうおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fサ こえてくる者たち 斉藤 洋 講談社

Fサ 虹いろ図書館司書先輩と見習いのぼく 櫻井 とりお 河出書房新社

Fハ かいけつゾロリきょうりゅうママをすくえ! 原 ゆたか ポプラ社

Fヒ エツコさん 昼田 弥子 アリス館

Fヒ ふしぎな図書館とやっかいな相棒 廣嶋 玲子 講談社

Fヒ 秘密に満ちた魔石館　4 廣嶋 玲子 PHP研究所

Fム ピースがうちにやってきた 村上 しいこ さ・え・ら書房



Fレ 妖怪コンビニ　2 令丈 ヒロ子 あすなろ書房

【予約のある児童書】

1位　食糧危機のサバイバル

2位　ポケモン大図鑑　上・下

3位　学校では教えてくれないヤバい科学図鑑

紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Pエ いちごハウスのおくりもの えがしら みちこ 世界文化ブックス

Pカ フライパンヤァ 加藤 休ミ 講談社

Pシ 二番目の悪者 庄野 ナホコ 小さい書房

Pタ ひらがなちょうとカタカナマチ たかはし ゆい 文研出版

Pタ どうぶつどっちからよんでも たぶんぶた 高畠 純 絵本館

Pタ 一生ぶんのだっこ ダンクウェル 講談社

Pフ わたしはどこでしょう? 藤川 智子 講談社

Pマ いつつごうさぎとゆきのもり まつお りかこ 岩崎書店

Pム ぞうさんのおふろ 村田 エミコ 童心社

Pヤ アンパンマンともりのひみつ やなせ たかし フレーベル館

Pラ きみだけの夜のともだち セング・ソウン・ラタナヴァン ポプラ社

★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。

「図書リクエスト・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。


