
　　飯能市立図書館　　　新　着　図　書　案　内　　２０２１年４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

Ctrl+Z忘れられる権利 メグ　レタ　ジョーンズ∥著 勁草書房 007.3/ｼﾞ/

50代からのGoogle入門 マイウェイ出版 007.58/ｺﾞ/21

Androidほぼ標準機能で使える速攻技 英和出版社 007.63/ｱ/21

不安は9割捨てました 大原 扁理∥著 大和書房 159/ｵ/

あなたの24時間はどこへ消えるのか スワン∥著 SBクリエイティブ 159/ｽ/

アーミッシュの老いと終焉 堤 純子∥著 未知谷 198/ﾂ/

渋沢栄一と同時代を生きたキーパーソン100
「渋沢栄一と同時代を生きたキーパーソン
100」製作委員会∥著 東京ニュース通信社 281/ｼ/

半藤一利の昭和史 文藝春秋 289.1/ﾊ/

るるぶ今見たい!世界の絶景 JTBパブリッシング 290/ﾙ/

HAVE A GOOD SAUNA! 岩田 リョウコ∥著 いろは出版 291/ｲ/

大人の日帰り旅 JTBパブリッシング 291/ｵ/22

ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディみかこ∥著 講談社 302.3/ﾌﾞ/

新聞・テレビではわからない、永田町のリアル 安積 明子∥著 青林堂 312/ｱ/

学問の自由が危ない 佐藤 学∥編 晶文社 316/ｶﾞ/

不動産登記手続きがよくわかる本 岡住 貞宏∥著 秀和システム 324/ｵ/

統合欧州の危うい「いま」 浜 矩子∥著 詩想社 329/ﾊ/

おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤 敦規∥[著] クロスメディア・パブリッシング 366/ｻ/

震災復興10年の総点検 五十嵐 敬喜∥著 岩波書店 369.3/ｼ/

明日、学校へ行きたくない 茂木 健一郎∥著 KADOKAWA 371/ｱ/

それはあくまで偶然です ジェフリー　S.ローゼンタール∥著 早川書房 417/ﾛ/

学名の秘密 スティーヴン　B.ハード∥著 原書房 460/ﾊ/

家庭でできる転倒予防トレーニング 隆島 研吾∥著 法研 493.185/ﾀ/

ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川 和夫∥著 KADOKAWA 493.758/ﾊ/

最新!不妊治療ナビ 山下 正紀∥著 主婦の友社 495.48/ﾔ/

ひと目でわかるテクノロジーのしくみとはたらき図鑑 村上 雅人∥日本語版監修 創元社 504/ﾋ/

ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑 トニー　ジュニパー∥著 創元社 519/ｼﾞ/

ゼロからはじめる<木造建築>入門 原口 秀昭∥著 彰国社 524/ﾊ/

ビジネスの装いルール完全BOOK 世界文化社 589/ﾋﾞ/

さらに、やめてみた。 わたなべ ぽん∥著 幻冬舎 590/ﾜ/

マスクの次に何作る?ミシンで楽しむ布こもの ブティック社 594/ﾏ/

巣ごもりごはん便利帳 ちづか みゆき∥著 翔泳社 596/ﾁ/
キッチンからはじめる再生栽培 原 由紀子∥監修 ブティック社 626/ｷ/

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

POP1年生 山口 茂∥著 すばる舎 674/ﾔ/

あの頃。 劔 樹人∥著 イースト・プレス 726/ﾂ/

ピリカ 半田 菜摘∥著 エイアンドエフ 748/ﾊ/

血湧き肉躍る任俠映画 永田 哲朗∥著 国書刊行会 778/ﾅ/

わたしもかわいく生まれたかったな 川村 エミコ∥著 集英社 779/ｶ/

子どもの身体(からだ)の動きが劇的に変わるコーディネーションゲーム60 久保田 浩史∥著 ベースボール・マガジン社 780/ｺ/
はじめよう!ソロキャンプ 森 風美∥著 山と溪谷社 786/ﾓ/

野の古典 安田 登∥[著] 紀伊國屋書店 910.4/ﾔ/

隅田川心中 赤松 利市∥著 双葉社 913.6/ｱ/

イグジット 相場 英雄∥著 日経BP 913.6/ｱ/

八月の銀の雪 伊与原 新∥著 新潮社 913.6/ｲ/

羊は安らかに草を食み 宇佐美 まこと∥著 祥伝社 913.6/ｳ/

なぜ銅の剣までしか売らないんですか? エフ∥著 実業之日本社 913.6/ｴ/

灰の劇場 恩田 陸∥著 河出書房新社 913.6/ｵ/

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木 紫乃∥著 KADOKAWA 913.6/ｻ/

ヴィクトリアン・ホテル 下村 敦史∥著 実業之日本社 913.6/ｼ/

さよなら噓つき人魚姫 汐見 夏衛∥著 一迅社 913.6/ｼ/

その扉をたたく音 瀬尾 まいこ∥著 集英社 913.6/ｾ/

青天を衝け 大森 美香∥作 NHK出版 913.6/ﾄ/1

悪の芽 貫井 徳郎∥著 KADOKAWA 913.6/ﾇ/

いわいごと 畠中 恵∥著 文藝春秋 913.6/ﾊ/

うしろむき夕食店 冬森 灯∥著 ポプラ社 913.6/ﾌ/

オムニバス 誉田 哲也∥著 光文社 913.6/ﾎ/

累々 松井 玲奈∥著 集英社 913.6/ﾏ/

Go Toマリコ 林 真理子∥著 文藝春秋 914/ﾊ/

クララとお日さま カズオ　イシグロ∥著 早川書房 933/ｲ/

だからここにいる 島崎 今日子∥[著] 幻冬舎 B281/ｼ/

倒錯のロンド 折原 一∥[著] 講談社 B913.6/ｵ/

ピンクとグレー 加藤 シゲアキ∥[著] KADOKAWA B913.6/ｶ/

サンドの女 原田 ひ香∥著 実業之日本社 B913.6/ﾊ/

闇夜の底で踊れ 増島 拓哉∥著 集英社 B913.6/ﾏ/
僕らだって扉くらい開けられる 行成 薫∥著 集英社 B913.6/ﾕ/

人新世の「資本論」 斎藤 幸平∥著 集英社 S331/ｻ/
在宅ひとり死のススメ 上野 千鶴子∥著 文藝春秋 S367.7/ｳ/

「エビデンス」の落とし穴 松村 むつみ∥著 青春出版社 S490.4/ﾏ/
歴史探偵忘れ残りの記 半藤 一利∥著 文藝春秋 S914/ﾊ/

　〈文庫本〉

　〈新書等〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈芸術・趣味・言語〉


