
　　飯能市立図書館　　　新　着　図　書　案　内　　２０２１年１０月号

タイトル 著者など 出版社 請求記号

Zoom120%活用術 Zoomビジネス研究会∥著 宝島社 007.35/ｽﾞ/

文献調査法 毛利 和弘∥著 DBジャパン 015/ﾓ/

ミュージアムグッズのチカラ 大澤 夏美∥著 国書刊行会 069/ｵ/
怒りの扱い方大全 戸田 久実∥著 日経BP日本経済新聞出版本部 141/ﾄ/

マッチングアプリのはじめ方 白崎 萌∥著 秀和システム 152/ｼ/

精神科医Tomyが教える1秒で元気
が湧き出る言葉

精神科医Tomy∥著 ダイヤモンド社 159/ﾄ/

1%の努力 ひろゆき∥著 ダイヤモンド社 159/ﾆ/

逆説の日本史 井沢 元彦∥著 小学館 210.0/ｲ/26

日本史を動かした50チーム 伊藤 賀一∥監修 JTBパブリッシング 210.0/ﾆ/

平成時代史 色川 大吉∥著 アーツアンドクラフツ 210.7/ｲ/

琉球王国の成立と展開 来間 泰男∥著 日本経済評論社 219/ｸ/

清六の戦争 伊藤 絵理子∥著 毎日新聞出版 289.1/ｲ/

哲さんの声が聞こえる 加藤 登紀子∥著 合同出版 333/ｶ/

小さな会社を強くする「知的財産」の戦略教室 崎山 博教∥著 合同フォレスト 336.1/ｻ/

その気遣い、むしろ無礼になってます! 三上 ナナエ∥著 すばる舎 336.4/ﾐ/

高校生・若者たちと考える過労死・過労自殺 石井 拓児∥著 学習の友社 366/ｲ/

初めて「性」のことを子どもに伝える
パパとママのための教科書

川村 真奈美∥著 学研プラス 367.9/ｶ/

自治体職員のための災害救援法務ハンドブック 中村 健人∥著 第一法規 369.3/ﾅ/

世界のグルメ図鑑 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 383.8/ｾ/

ヌシ 伊藤 龍平∥著 笠間書院 388/ｲ/

「誤差」「大間違い」「ウソ」を見分ける統計学 デイヴィッド　サルツブルグ∥著 共立出版 417/ｻ/

絶景の気象 武田 康男∥監修 昭文社 451/ｾﾞ/

新型コロナワクチン副作用が出る
人、出ない人

近藤 誠∥著 小学館 493.87/ｺ/

お前の頭皮はまだ死んではいない! マゴシ ジョー∥著 河出書房新社 494.8/ﾏ/

魔法のフレーズをとなえるだけで姿
勢がよくなるすごい本

大橋 しん∥著 飛鳥新社 498.3/ｵ/

食と栄養の大百科 ニュートンプレス 498.5/ｼ/

プラモはじめます! 香坂 きの∥著 KADOKAWA 507/ｺ/

日本全国ゴミ清掃員とゴミのちょっといい話 滝沢 秀一∥著 主婦の友社 518/ﾀ/

バレリーナ式やせる姿勢 佐川 裕香∥著 KADOKAWA 595/ｻ/

食堂あさごはんのレシピ 中井 エリカ∥著 エムディエヌコーポレーション 596/ﾅ/

男も育休って、あり? 羽田 共一∥著 雷鳥社 599/ﾊ/

山を買う楽しみ 扶桑社 651/ﾔ/

ヒョウモントカゲモドキ品種図鑑 中川 翔太∥著 誠文堂新光社 666/ﾅ/

　〈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

はしもとみおの木彫り教室 はしもと みお∥著 KADOKAWA 713/ﾊ/

ムスコ物語 ヤマザキ マリ∥著 幻冬舎 726/ﾔ/

大事なものから捨てなさい 中村 メイコ∥著 講談社 772/ﾅ/

バスケットボールのケガ 服部 惣一∥著 ヴァンメディカル 783.1/ﾊ/

山の単語帳 田部井 淳子∥著 世界文化ブックス 786/ﾀ/

親子で「海釣り」徹底サポートBOOK 山口 充∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 787/ｵ/

芋づる式フランス語単語・表現集 久松 健一∥著 ナツメ社 854/ﾋ/

みとりねこ 有川 ひろ∥著 講談社 913.6/ｱ/

追憶の烏 阿部 智里∥著 文藝春秋 913.6/ｱ/

兇人邸の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社 913.6/ｲ/

地中の星 門井 慶喜∥著 新潮社 913.6/ｶ/

朔が満ちる 窪 美澄∥著 朝日新聞出版 913.6/ｸ/

たまごの旅人 近藤 史恵∥著 実業之日本社 913.6/ｺ/

暮鐘 今野 敏∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ｺ/

ロータスコンフィデンシャル 今野 敏∥著 文藝春秋 913.6/ｺ/

硝子の塔の殺人 知念 実希人∥著 実業之日本社 913.6/ﾁ/

聖刻 堂場 瞬一∥著 講談社 913.6/ﾄﾞ/

透明な螺旋 東野 圭吾∥著 文藝春秋 913.6/ﾋ/

二人の噓 一雫ライオン∥著 幻冬舎 913.6/ﾋ/

疼くひと 松井 久子∥著 中央公論新社 913.6/ﾏ/

オーラの発表会 綿矢 りさ∥著 集英社 913.6/ﾜ/

今日でなくてもいい 佐野 洋子∥著 河出書房新社 914/ｻ/

生きてるだけで、疲労困憊。 rei∥著 KADOKAWA 916/ﾚ/

玉藻前アンソロジー 朝里 樹∥編著 文学通信 918/ﾀ/

清少納言を求めて、フィンランドか
ら京都へ

ミア　カンキマキ∥著 草思社 993/ｶ/

女将さん酒場 山田 真由美∥著 筑摩書房 B596.7/ﾔ/

勘定侍柳生真剣勝負 上田 秀人∥著 小学館 B913.6/ｳ/4

南町奉行と大凶寺 風野 真知雄∥著 文藝春秋 B913.6/ｶ/

汝(きみ)よさらば 門田 泰明∥著 祥伝社 B913.6/ｶ/5

後宮の烏 白川 紺子∥著 集英社 B913.6/ｼ/6

あきない世傳金と銀 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B913.6/ﾀ/11

食べものから学ぶ世界史 平賀 緑∥著 岩波書店 Y611/ﾋ/

農学部 佐藤 成美∥著 ぺりかん社 Y376/ｻ/

十四歳からの読書ナビ 小原 信∥著 教文館 Y019/ｵ/

知らないと怖いがん検診の真実 中山 富雄∥著 青春出版社 S494.5/ﾅ/

緒方竹虎と日本のインテリジェンス 江崎 道朗∥著 PHP研究所 S391/ｴ/

「給与明細」のカラクリ 梅田 泰宏∥著 青春出版社 S366/ｳ/

ネルソン・マンデラ 堀内 隆行∥著 岩波書店 S289.3/ﾎ/

「太平洋の巨鷲」山本五十六 大木 毅∥[著] KADOKAWA S289.1/ｵ/

武蔵野樹林 角川文化振興財団 H291/ﾑ/4

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


