
２０２３年３月新着図書　（２月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

015.9 図書館にまいこんだこどもの大質問 こどもの大質問編集部 青春出版社

019.2 わたしたち、子どもの本の応援団 越高 令子 かもがわ出版

019.5 絵本まるごといただきま～す! スギヤマ カナヨ 子どもの未来社

146.8 きょうだいが苦手だ みずがき ひろみ 河出書房新社

159.6 思い込みにとらわれない生き方 坂東 眞理子 ポプラ社

288.6 日本の家紋とデザイン 濱田 信義 パイインターナショナル

289 図説徳川家康と家臣団 小川 雄 戎光祥出版

291 温泉百名山 飯出 敏夫 集英社インターナショナル

291.2 仙台・松島 宮城　'24 昭文社

291.3 横浜　'24 昭文社

291.6 京都　'24 昭文社

291.6 奈良　'24 昭文社

291.6 和歌山 白浜・高野山・熊野古道　'24 昭文社

292.3 るるぶマレーシア クアラルンプール・ボルネオ '24　 JTBパブリッシング

297.9 南極の食卓 渡貫 淳子 家の光協会

318.2 流山がすごい 大西 康之 新潮社

319.8 どうすれば争いを止められるのか 上杉 勇司 WAVE出版

320
すぐに役立つ入門図解親子の法律問題
<離婚・親子関係・いじめ・事故・虐待>解決の知識

森 公任 三修社

324.7 相続登記手続きがよくわかる本 岡住 貞宏 秀和システム

338.1 こどもと一緒に読む投資の話 日野 秀規 ぱる出版

338.9 ゼロから始められる!マンガFX超入門 横尾 寧子 西東社

367.3 もう親のことで悩まない本 石原 加受子 きずな出版

369.2 FPによる親のための高齢者向け住まいの選び方 丸山 幹也 メイツユニバーサルコンテンツ

375.7 クラス合唱名曲秘話 教育音楽 音楽之友社

376.1 0.1.2歳児せいさくあそび100 「あそびと環境0.1.2歳」編集部 Gakken

378.2 すぐに引ける手話ハンドブック モンキー高野 ナツメ社

452.9 東海地方の湧水湿地を楽しむ 湧水湿地研究会 風媒社

470 見わけがすぐつく野草・雑草図鑑 山田 隆彦 成美堂出版

488.1 鳥類学が教えてくれる「鳥」の秘密事典 陳 湘静 SBクリエイティブ

491.3 文系のためのめっちゃやさしい筋肉 佐々木 一茂 ニュートンプレス

497.7 0歳からのおうち矯正 鈴木 設矢 弘文堂

519 地球環境問題がよくわかる本 浦野 紘平 オーム社

593.3 赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ ブティック社

594.3 ちいさなクロッシェレースドイリー アップルミンツ

594.3 amuhibi KNIT BOOK 梅本 美紀子 日本ヴォーグ社



594.6 はじめてでも作れるビーズ&パールのアクセサリー ブティック社

594.7 今、作りたいスマホショルダー ブティック社

596 間違いだらけの名古屋めし 大竹 敏之 ベストセラーズ

596 貧乏大好き 東海林 さだお 大和書房

596.3 スーパーのお魚で!港町の漁師飯 ダンノ マリコ 春陽堂

599 パパのための育児クイズ115 高橋 幸恵 クロスメディア・パブリッシング

611.2 使い切れない農地活用読本 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会

754.9 エコクラフトで作る暮らしのかごと小物の部屋 丹野 安祐子 ブティック社

768.2 雅楽のひみつ 日本雅樂會 メイツユニバーサルコンテンツ

783.1 バスケットボール解析図鑑 佐藤 賢次 イースト・プレス

【予約の多い一般書】

1位　鬼滅の刃　16

2位　ジェイソン流お金の増やし方

3位 「やせる本」100冊のダイエットのコツを1冊にまとめてみた。

文学、エッセイ、小説ほか

分類番号 書名 著者名 出版社

910.2 リンボウ先生のなるほど古典はおもしろい! 林 望 理論社

913.6 風を紡ぐ あさの あつこ 実業之日本社

913.6 日雇い浪人生活録　14 上田 秀人 角川春樹事務所

913.6 老害の人 内館 牧子 講談社

913.6 リバー 奥田 英朗 集英社

913.6 立身いたしたく候　上（大活字） 梶 よう子 埼玉福祉会

913.6 立身いたしたく候　下（大活字） 梶 よう子 埼玉福祉会

913.6 審議官 今野 敏 新潮社

913.6 荒ぶるや 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 うぽっぽ同心終活指南　 坂岡 真 中央公論新社

913.6 しろがねの葉 千早 茜 新潮社

913.6 月魚（大活字） 三浦 しをん 埼玉福祉会

913.6 今日はいい天気ですね。 群 ようこ 角川春樹事務所

913.6 どうした、家康 矢野 隆 講談社

913.6 教誨 柚月 裕子 小学館

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　教誨

2位　審議官

3位　リバー



参考

請求記号 書名 著者名 出版社

R164.3 ラルース ギリシア・ローマ神話大事典 ジャン=クロード・ベルフィオール 大修館書店

R383.9 民具学事典 日本民具学会 丸善出版

児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

007 池上彰と考える未来の社会とデジタル庁　1 池上 彰 文溪堂

007 池上彰と考える未来の社会とデジタル庁　2 池上 彰 文溪堂

007 池上彰と考える未来の社会とデジタル庁　3 池上 彰 文溪堂

010 としょかんにいこう ほるぷ出版

209 ようこそ!おしゃべり歴史博物館 マイク・バーフィールド すばる舎

289 女王さまのワードローブ ジュリア・ゴールディング BL出版

338 どうなってるの?投資のしくみ　1 藤田 智子 汐文社

369 難民と祖国 ルイーズ・スピルズベリー 文研出版

369 学校では教えてくれない生活保護 雨宮 処凛 河出書房新社

404 ジュニア空想科学読本　19 柳田 理科雄 汐文社

410 ネズミなんびきでゾウになる? トレイシー・ターナー 小学館

450 地球の中に、潜っていくと… 入舩 徹男 福音館書店

491 赤ちゃんのふしぎ科学ずかん 高橋 孝雄 あすなろ書房

519 どれだけ出てるの?二酸化炭素　 藤野 純一 汐文社

702 10歳からの「美術の歴史」 下濱 晶子 メイツユニバーサルコンテンツ

706 小学生のための世界の美術館・博物館 「世界の美術館・博物館」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

720 小学生のための「世界の名画」がわかる本 レブン メイツ出版

721 小学生のための「日本の名画」がわかる本 「日本の名画がわかる本」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

754 5回で折れるもっとたのしい!おりがみ　　恐竜・古生物 いしかわ まりこ 汐文社

779 絵で見て楽しい!はじめての落語 櫻庭 由紀子 すばる舎

783 おぼえようラグビーのルール 原田 隆司 ベースボール・マガジン社

783 おぼえよう卓球のルール 山本 道雄 ベースボール・マガジン社

787 小学生でも安心!「海釣り」と「魚料理」きほんBOOK 山口 充 メイツユニバーサルコンテンツ

914 子どもお悩み相談会 角田 光代 中央公論新社

933シ こひつじクロ エリザベス・ショー 童話館出版

933フ ウィリアムの子ねこ マージョリー・フラック 徳間書店

Fキ 願いを叶える雑貨店 黄昏堂　3 桐谷 直 PHP研究所

Fコ チョコルとおしゃべりな魔法のカップ こばやし ゆかこ 岩崎書店

Fコ チョコルとチョコレートの魔女 こばやし ゆかこ 岩崎書店

Fサ まちのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fミ ふしぎ町のふしぎレストラン　6 三田村 信行 あかね書房



【予約のある児童書】

1位　テーマパークのサバイバル

2位　どっちが強い!?ガチンコ動物オリンピック編

3位　ドラえもん探究ワールドねむりと夢のふしぎ

紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Kア あか・あお・きいろどのこがどのこ? いとう みき 童心社

Pア ナマケモノヨガ 新井 洋行 ポプラ社

Pイ バンバンバンバンバンソウコウ いとう ひろし ポプラ社

Pイ おかしのまちのおかしなはなし いわさき さとこ フレーベル館

Pウ あずきのあんちゃんずんちゃんきんちゃん 植垣 歩子 福音館書店

Pオ ほのかちゃんえき 岡田 よしたか 国土社

Pキ ノンタンおよぐのだいすき キヨノ サチコ 偕成社

Pキ ノンタンたいそう1・2・3 キヨノ サチコ 偕成社

Pキ ノンタンピクニックららら キヨノ サチコ 偕成社

Pキ ノンタンもぐもぐもぐ キヨノ サチコ 偕成社

Pコ とんでやすんでかんがえて… 五味 太郎 偕成社

Pサ ホットプレートよ～いどん! さいとう しのぶ 白泉社

Pス 聴導犬ふく家族ができた! 鈴木 びんこ 新日本出版社

Pセ わたしがあんであげる せな けいこ 金の星社

Pハ カラスですけどなにか…!? ハナコ よしみ 文芸社

Pフ そつえんセブン ふくだ いわお 世界文化ワンダークリエイト

Pヤ あんぱんまんとばいきんまん やなせ たかし フレーベル館

★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。


