
　　飯能市立図書館　　　新　着　図　書　案　内　　２０２１年１１月号

タイトル 著者など 出版社 請求記号

ディープフェイク ニーナ　シック∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 007.3/ｼ/

わたしのなつかしい一冊 池澤 夏樹∥編 毎日新聞出版 019/ﾜ/

世にも奇妙な博物館 丹治 俊樹∥著 みらいパブリッシング 069/ﾀ/
心はどこへ消えた? 東畑 開人∥著 文藝春秋 146/ﾄ/

やっと本当の自分で生きられる 浅見 帆帆子∥著 幻冬舎 159/ｱ/

不安と折り合いをつけてうまいこと
老いる生き方

中村 恒子∥著 すばる舎 159/ﾅ/

北欧・ゲルマン神話シンボル事典 ロベール=ジャック　ティボー∥著 大修館書店 164/ﾃ/

沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う 山舩 晃太郎∥著 新潮社 202/ﾔ/

皇統を守る道 勝岡 寛次∥著 明成社 288/ｶ/
世界197カ国のふしぎな聖地&パワースポット 地球の歩き方 290/ｾ/

go!CAMP SPOT GUIDE 朝日新聞出版 291/ｺﾞ/

るるぶサ活 JTBパブリッシング 291/ﾙ/

権力は腐敗する 前川 喜平∥著 毎日新聞出版 312/ﾏ/

時給はいつも最低賃金、これって私の
せいですか?国会議員に聞いてみた。 和田 靜香∥著 左右社 312/ﾜ/

重要証人 サイラグル　サウトバイ∥著 草思社 316/ｻ/

高齢者を身近な危険から守る本 森 透匡∥監修 池田書店 368/ｺ/

道路を渡れない老人たち 神戸 利文∥著 アスコム 369.2/ｶ/

親の介護は知らなきゃバカ見ることだらけ 鳥居 りんこ∥著 双葉社 369.2/ﾄ/

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ∥著 新潮社 376/ﾌﾞ/2

日本一笑顔になれるお葬式 是枝 嗣人∥著 扶桑社 385/ｺ/

生き物がいるかもしれない星の図鑑 荒舩 良孝∥著 SBクリエイティブ 445/ｱ/

もしあと1年で人生が終わるとしたら? 小澤 竹俊∥著 アスコム 490.14/ｵ/

すばらしい人体 山本 健人∥著 ダイヤモンド社 490.4/ﾔ/

ジェンダーと脳 ダフナ　ジョエル∥著 紀伊國屋書店 491.35/ｼﾞ/

養老先生、病院へ行く 養老 孟司∥著 エクスナレッジ 498.04/ﾖ/

コロナワクチンの恐ろしさ 高橋 徳∥著 成甲書房 498.6/ｺ/

+60からのHappyおしゃれBOOK 地曳 いく子∥著 集英社 589/ｼﾞ/

一人飲みで生きていく 稲垣 えみ子∥著 朝日出版社 596.7/ｲ/

大人の片づけ 一田 憲子∥著 マガジンハウス 597/ｲ/

50代60代の住みたい家、
暮らしたい家

主婦と生活社 597/ｺﾞ/

世界初のビジネス書 ベネデット　コトルリ∥[著] すばる舎 672/ｺ/

今すぐ使えるかんたんぜったい
デキます!ネット通販でお買いもの

井上 香緒里∥著 技術評論社 673/ｲ/

タクシードライバーぐるぐる日記 内田 正治∥著 三五館シンシャ 685/ｳ/

　〈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

夫にキレる私をとめられない いくた はな∥著 KADOKAWA 726/ｲ/

世界ピクト図鑑 児山 啓一∥著 ビー・エヌ・エヌ 727/ｺ/

世界の配色見本帳 ザ　ハレーションズ∥著 日本文芸社 757/ｾ/

ひとりじめ 浅田 美代子∥著 文藝春秋 778/ｱ/

国語をめぐる冒険 渡部 泰明∥著 岩波書店 810/ｺ/

推しことば類語辞典 山口 謠司∥監修 笠倉出版社 814/ｵ/

カムカムエヴリバディ 平川 洌∥著 NHK出版 830/ﾋ/

挑発する少女小説 斎藤 美奈子∥著 河出書房新社 909/ｻ/

月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子∥著 宝島社 913.6/ｱ/

ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎∥著 朝日新聞出版 913.6/ｲ/

民王 池井戸 潤∥著 KADOKAWA 913.6/ｲ/

変な家 雨穴∥著 飛鳥新社 913.6/ｳ/

花束は毒 織守 きょうや∥著 文藝春秋 913.6/ｵ/

さよならも言えないうちに 川口 俊和∥著 サンマーク出版 913.6/ｶ/

砂に埋もれる犬 桐野 夏生∥著 朝日新聞出版 913.6/ｷ/

ブルースRed 桜木 紫乃∥著 文藝春秋 913.6/ｻ/

教場X 長岡 弘樹∥著 小学館 913.6/ﾅ/

嗤う淑女二人 中山 七里∥著 実業之日本社 913.6/ﾅ/

転がる検事に苔むさず 直島 翔∥著 小学館 913.6/ﾅ/

ミカエルの鼓動 柚月 裕子∥著 文藝春秋 913.6/ﾕ/

みらいめがね 荻上 チキ∥著 暮しの手帖社 914/ｵ/2

あのころなにしてた? 綿矢 りさ∥著 新潮社 915/ﾜ/

更年期障害だと思ってたら重病だった話 村井 理子∥著 中央公論新社 916/ﾑ/

魔の山 ジェフリー　ディーヴァー∥著 文藝春秋 933/ﾃﾞ/

だれも死なない日 ジョゼ　サラマーゴ∥著 河出書房新社 969/ｻ/

殿様は「明治」をどう生きたのか 河合 敦∥著 扶桑社 B281/ｶ/2

大人の女よ!清潔感を纏いなさい 齋藤 薫∥著 集英社 B595/ｻ/

久遠の檻 知念 実希人∥著 新潮社 B913.6/ﾁ/

金魚の縁 風野 真知雄∥[著] KADOKAWA B913.6/ｶ/

計略の猫 風野 真知雄∥[著] KADOKAWA B913.6/ｶ/

本所おけら長屋 畠山 健二∥著 PHP研究所 B913.6/ﾊ/14

闇の魔法学校 ナオミ　ノヴィク∥著 静山社 Y933/ﾉ/1

通信制高校を選んだわけ 山口 教雄∥監修 学びリンク Y376/ﾂ/

しんどい時の自分の守り方 増田 史∥著 ナツメ社 Y371/ﾏ/

従順さのどこがいけないのか 将基面 貴巳∥著 筑摩書房 Y316/ｼ/

得する会社員 損する会社員 川部 紀子∥著 中央公論新社 S591/ｶ/

リンパのふしぎ 大橋 俊夫∥著 筑摩書房 S491.329/ｵ/

教科書に載せたい日本史、載らない日本史 河合 敦∥著 扶桑社 S210.0/ｶ/

自壊するメディア 望月 衣塑子∥[著] 講談社 S070/ﾓ/

「たび活×住み活」in埼玉 大沢 玲子∥著 ファーストステップ出版 H291/ｵ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


