
　　飯能市立図書館　　　新　着　図　書　案　内　　２０２１年5月号
新たに入った資料の一部です。貸出中の時は予約をかけてお待ちください。

タイトル 著者など 出版社 請求記号

大学生のための情報リテラシー 篠原 正典∥監修 ミネルヴァ書房 007.6/ﾀﾞ/
OneNote & Google Keep & Apple標準メモ デジ
タルメモ基本&便利技 田中 拓也∥著 技術評論社 007.63/ﾀ/

新・絵本はこころの処方箋 岡田 達信∥著 瑞雲舎 019/ｵ/

伝える技術はこうみがけ! 新庄 秀規∥著 中央公論新社 070/ｼ/

自分にダメ出ししてしまう人のための本 藤由 達藏∥著 アスコム 159/ﾌ/

般若心経手帳 平山 郁夫∥画 東京書籍 183/ﾊ/

10大民族で読み解く世界史の興亡 宮崎 正勝∥著 河出書房新社 209/ﾐ/

日本の装束解剖図鑑 八條 忠基∥著 エクスナレッジ 210.0/ﾊ/

「違和感」の日本史 本郷 和人∥著 産経新聞出版 210.0/ﾎ/

一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典 山崎 圭一∥著 SBクリエイティブ 280/ﾔ/

世界はもっと!ほしいモノにあふれてる
NHK「世界はほしいモノにあふれ
てる」制作班∥監修　協力 KADOKAWA 290/ｾ/1

中国の何が問題か? ジェニファー　ルドルフ∥編 藤原書店 302.2/ﾁ/

「アメリカ」の終わり 山中 泉∥著 方丈社 302.5/ﾔ/

約束の地 バラク　オバマ∥著 集英社 312/ｵ/1

非正規公務員のリアル 上林 陽治∥著 日本評論社 318/ｶ/

できる上司は会話が9割 林 健太郎∥著 三笠書房 336.3/ﾊ/

日本の包茎 澁谷 知美∥著 筑摩書房 367.9/ｼ/

見えない妊娠クライシス 佐藤 拓代∥編著 かもがわ出版 369.4/ｻ/

大学の学科図鑑 石渡 嶺司∥著 SBクリエイティブ 376/ｲ/

統計学の基礎から学ぶExcelデータ分析の全知識 三好 大悟∥著 インプレス 417/ﾐ/

かぐわしき植物たちの秘密 田中 修∥著 山と溪谷社 471/ﾀ/

家でも外でも転ばない体を2カ月でつくる! 安保 雅博∥著 すばる舎 493.185/ｱ/

新型コロナとワクチンのひみつ 近藤 誠∥著 ビジネス社 493.87/ｺ/

精神科医が見つけた3つの幸福 樺沢 紫苑∥著 飛鳥新社 498.39/ｶ/

わたしの理想のキッチン 雅姫∥著 集英社 527/ﾏ/

私が原発を止めた理由 樋口 英明∥著 旬報社 543/ﾋ/

DIYで作る猫との暮らし キャンプ 592/ﾃﾞ/

家族の味 平野 レミ∥著 ポプラ社 596.04/ﾋ/

孫育ての新常識 小屋野 恵∥著 メイツユニバーサルコンテンツ 599/ｵ/

小さい農業で暮らすコツ 新藤 洋一∥著 農山漁村文化協会 611/ｼ/

こんなにおもしろい探偵業の仕事 金澤 秀則∥著 中央経済社 673/ｶ/
東京メトロとファン大研究読本 久野 知美∥著 カンゼン 686/ｸ/

なお、OPAC(資料検索機)・図書館ホームページでも検索・予約ができます。
(予約の際はパスワードが必要です)

　〈総記・哲学・宗教〉

　〈歴史・地理・旅行〉

　〈社会・教育・民俗学〉

　〈自然科学・動植物・医学〉

　〈工業・家庭・産業〉



タイトル 著者など 出版社 請求記号

初めてでもできる!『黒板アート』の描き方事典 小野 大輔∥著 明治図書出版 725/ｵ/

おじさん日記 RYO OGATA∥絵　文 小学館集英社プロダクション 726/ﾘ/

庭づくりを楽しみつくすガーデンクラフトLesson 原嶋 早苗∥著 成美堂出版 751/ﾊ/
ボクは食器洗いをやっていただけで、家事をやって
いなかった。 土屋 礼央∥著 KADOKAWA 767/ﾂ/

最大効果のウォーキング 中野 ジェームズ修一∥著 CCCメディアハウス 782/ﾅ/

山登り基本のステップアップBOOK ピークス 786/ﾔ/
ウザク式麻雀学習はじめの書 G　ウザク∥著 三才ブックス 797/ｼﾞ/

物語のものがたり 梨木 香歩∥著 岩波書店 909/ﾅ/

小林秀雄の眼 江藤 淳∥著 中央公論新社 910.2/ｴ/

恩田陸 白の劇場 河出書房新社 910.2/ｵ/

正欲 朝井 リョウ∥著 新潮社 913.6/ｱ/

泳ぐ者 青山 文平∥著 新潮社 913.6/ｱ/

本日も晴天なり 梶 よう子∥著 集英社 913.6/ｶ/

チンギス紀 北方 謙三∥著 集英社 913.6/ｷ/10

高瀬庄左衛門御留書 砂原 浩太朗∥著 講談社 913.6/ｽ/

麦本三歩の好きなもの 住野 よる∥著 幻冬舎 913.6/ｽ/2

沙林 帚木 蓬生∥著 新潮社 913.6/ﾊ/

白鳥とコウモリ 東野 圭吾∥著 幻冬舎 913.6/ﾋ/

ドキュメント 湊 かなえ∥著 KADOKAWA 913.6/ﾐ/

魂手形 宮部 みゆき∥著 KADOKAWA 913.6/ﾐ/

大人の流儀 伊集院 静∥著 講談社 914/ｲ/10

ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野 綾子∥著 ポプラ社 914/ｿ/

ウチのモラハラ旦那&義母、どーにかしてください! maron∥著 KADOKAWA 916/ﾏ/

アウトサイダー スティーヴン　キング∥著 文藝春秋 933/ｷ/1

チェルノブイリの祈り スヴェトラーナ　アレクシエーヴィチ∥[著] 岩波書店 986/ｱ/

アレの名前を言えますか? 博学こだわり倶楽部∥編 河出書房新社 B031/ｱ/

日本の昔話 柳田 国男∥著 新潮社 B388/ﾔ/

悪魔が憐れむ歌 高橋 ヨシキ∥著 筑摩書房 B778/ﾀ/

神様の御用人 浅葉 なつ∥[著] KADOKAWA B913.6/ｱ/10

矜持 今野 敏∥著 PHP研究所 B913.6/ｷ/

いっちみち 乃南 アサ∥著 新潮社 B913.6/ﾉ/

城郭考古学の冒険 千田 嘉博∥著 幻冬舎 S210.4/ｾ/
山を買う 福崎 剛∥著 山と溪谷社 S651/ﾌ/

生き抜く力 山田 邦子∥[著] 祥伝社 S779/ﾔ/
大学教授、発達障害の子を育てる 岡嶋 裕史∥著 光文社 S916/ｵ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


