
　　飯能市立図書館　　　新　着　図　書　案　内　　２０２１年９月号

タイトル 著者など 出版社 請求記号

学校図書館を彩る切り絵かざり CHIKU∥著 少年写真新聞社 017/ﾁ/2

超リテラシー大全 サンクチュアリ出版∥編 サンクチュアリ出版 049/ﾁ/

博物館の世界 栗原 祐司∥著 誠文堂新光社 069/ｸ/

東京マニアック博物館 町田 忍∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 069/ﾄ/

稲川怪談 稲川 淳二∥著 講談社 147/ｲ/

新50代は悩み多きお年頃 槇村 さとる∥著 光文社 159/ﾏ/

弘法大師の世界 武内 孝善∥監修 平凡社 188/ｺ/

日野富子 田端 泰子∥著 ミネルヴァ書房 289.1/ﾀ/

私たちの真実 カマラ　ハリス∥著 光文社 289.3/ﾊ/

見つける東京 岡部 敬史∥文 東京書籍 291/ｵ/

お一人さま逃亡温泉 加藤 亜由子∥著 みらいパブリッシング 291/ｶ/

人生ミスっても自殺しないで、旅 諸隈 元∥著 晶文社 293/ﾓ/

他者の靴を履く ブレイディみかこ∥著 文藝春秋 304/ﾌﾞ/

会議を上手に終わらせるには バスター　ベンソン∥著 早川書房 336.4/ﾍﾞ/

貨幣の歴史 デイヴィッド　オレル∥著 原書房 337/ｵ/

株「会社四季報」の鬼100則 石井 勝利∥著 明日香出版社 338/ｲ/

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

大野 萌子∥著 サンマーク出版 361/ｵ/

モヤる言葉、ヤバイ人 アルテイシア∥著 大和書房 367.2/ｱ/

喰うか喰われるか 溝口 敦∥著 講談社 368/ﾐ/

みにろま君とサバイバル 谷本 真由美∥著 集英社 372/ﾀ/

ネイティブが教える日本人研究者
のための英文レター・メール術

エイドリアン　ウォール
ワーク∥著

講談社 407/ｳ/

最新の国際基準で見わける雲の図鑑 岩槻 秀明∥著 日本文芸社 451/ｲ/

くう、ねる、うごく!体メンテ 崎田 ミナ∥著 マガジンハウス 498.3/ｻ/

老けない人は何が違うのか 山岸 昌一∥著 合同フォレスト 498.3/ﾔ/

医師が教える新型コロナワクチンの正体 内海 聡∥著 ユサブル 498.6/ｳ/

もうだまされない新型コロナの大誤解 西村 秀一∥著 幻冬舎 498.6/ﾆ/

「脱炭素」は噓だらけ 杉山 大志∥著 産経新聞出版 519/ｽ/

魔法のアイスレシピ シズリーナ荒井∥著 KADOKAWA 596.65/ｼ/

厳選紅茶手帖 世界文化ブックス 596.7/ｹﾞ/

自分で名付ける 松田 青子∥著 集英社 598/ﾏ/

観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培 大橋 明子∥著 産業編集センター 626/ｵ/

SDGs時代の森林管理の理念と技術 山田 容三∥著 昭和堂 651/ﾔ/

カメレオンの教科書 加藤 学∥著 笠倉出版社 666/ｶ/

まちの魅力を引き出す編集力 桜井 篤∥編著 同友館 689/ｻ/

　〈自然科学・動植物・医学〉

　〈工業・家庭・産業〉

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。

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〉



タイトル 著者など 出版社 請求記号

バンクシー バンクシー∥[画] 新星出版社 723/ﾊﾞ/

生きがいのボランティアおもちゃド
クター

市来 歳世彦∥著 梟社 759/ｲ/

大好きな人と結婚した、その後。 辻 希美∥著 講談社 767/ﾂ/

青天を衝け 大森 美香∥作 NHK出版 778/ｾ/2

タープワーク 荒井 裕介∥著 誠文堂新光社 786/ｱ/

英語でオノマトペ表現 ルーク　タニクリフ∥著 アルク 834/ﾀ/

ニューエクスプレスプラス ハンガ
リー語

早稲田 みか∥著 白水社 893/ﾜ/

クヌギ林の妖怪たち 斉藤 洋∥著 講談社 910.2/ｻ/

無情の武蔵野 宮田 長洋∥著 六花書林 911.1/ﾐ/

兵諌 浅田 次郎∥著 講談社 913.6/ｱ/

星に祈る あさの あつこ∥著 PHP研究所 913.6/ｱ/

白光 朝井 まかて∥著 文藝春秋 913.6/ｱ/

チンギス紀 北方 謙三∥著 集英社 913.6/ｷ/11

霧をはらう 雫井 脩介∥著 幻冬舎 913.6/ｼ/

明日は結婚式 小路 幸也∥著 祥伝社 913.6/ｼ/

もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽 麻子∥著 幻冬舎 913.6/ﾀ/

もういちど 畠中 恵∥著 新潮社 913.6/ﾊ/

もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊 明人∥著 サンマーク出版 913.6/ﾏ/

彼岸花が咲く島 李 琴峰∥著 文藝春秋 913.6/ﾘ/

ショローの女 伊藤 比呂美∥著 中央公論新社 914/ｲ/

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子∥著 小学館 914/ｻ/

美女の魔界退治 林 真理子∥著 マガジンハウス 914/ﾊ/

わが米本土爆撃 藤田 信雄∥著 毎日ワンズ 916/ﾌ/

シンデレラとガラスの天井 ローラ　レーン∥著 太田出版 933/ﾚ/

身内のよんどころない事情により ペーター　テリン∥著 新潮社 949/ﾃ/

仕事も人間関係もうまくいく放っておく力 枡野 俊明∥著 三笠書房 B188/ﾏ/

菜の花食堂のささやかな事件簿 碧野 圭∥著 大和書房 B913.6/ｱ/4

術策 上田 秀人∥著 光文社 B913.6/ｳ/

最後の晩ごはん 椹野道流∥著 KADOKAWA B913.6/ﾌ/

夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田 そのこ∥著 新潮社 B913.6/ﾏ/

焼肉で勝負! 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所 B913.6/ﾔ/

この国を覆う憎悪と嘲笑の濁流の正体 青木 理∥[著] 講談社 S312/ｱ/

一次資料で正す現代史のフェイク 有馬 哲夫∥著 育鵬社 S319/ｱ/

あなたが投資で儲からない理由 大江 英樹∥著 日経BP日本経済新聞出版本部 S338/ｵ/

最高の死に方 近藤 誠∥著 宝島社 S490.15/ｺ/

琉球・沖縄 上里 隆史∥監修 岩崎書店 Y291/ﾘ/

自分をたいせつにする本 服部 みれい∥著 筑摩書房 Y159/ﾊ/

学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野 真二∥著 河出書房新社 Y811/ｺ/

みんなに話したくなる感染症のはなし 仲野 徹∥著 河出書房新社 Y493.8/ﾅ/

10代のための読書地図 本の雑誌編集部∥編 本の雑誌社 Y019/ｼﾞ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


