
　　飯能市立図書館　　　新　着　図　書　案　内　　２０２２年３月号

タイトル 著者など 出版社 請求記号

Excel VBA最高の教科書 沢内 晴彦∥著 ソシム 007.63/ｻ/

ひらめきクイズ300問 つちや書店編集部∥編 つちや書店 031/ﾋ/

楽しみながら身につく論理的思考 ニュートンプレス 116/ﾀ/

我慢して生きるほど人生は長くない 鈴木 裕介∥著 アスコム 146/ｽ/

ちょうどいい孤独 鎌田 實∥著 かんき出版 159/ｶ/
70歳が老化の分かれ道 和田 秀樹∥著 詩想社 159/ﾜ/

家政婦は見た! 木下 純代∥著 双葉社 289.1/ｷ/

日本史人物<あの時、何歳?>事典 吉川弘文館編集部∥編 吉川弘文館 281/ﾆ/

るるぶ鎌倉殿の13人 JTBパブリッシング 291/ﾙ/

るるぶドライブ関東ベストコース JTBパブリッシング 291/ﾙ/23

地図でスッと頭に入るアジア25の国と地域 井田 仁康∥監修 昭文社 292/ﾁ/

ホームレス女子大生川を下る 佐藤 ジョアナ玲子∥著 報知新聞社 295/ｻ/

入門図解最新休業・休職の法律知識と実務手続き 森島 大吾∥監修 三修社 336.4/ﾆ/
資産価値が上がる腕時計の賢い選び方 斉藤 由貴生∥著 小学館 338/ｻ/

ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン∥著 ぴあ 338/ｱ/

あなたが払う税金はざっくり言ってこれくらい 磯山 仁志∥著 清文社 345/ｲ/

自分がおじいさんになるということ 勢古 浩爾∥著 草思社 367.7/ｾ/

ルポ路上生活 國友 公司∥著 KADOKAWA 368/ｸ/

「塾なし」高校受験のススメ 塚松 美穂∥著 プレジデント社 376/ﾂ/

「私、子育て向いてないかも」がラクになる本 Joe∥著 日本実業出版社 379/ｼﾞ/

和菓子のひみつ 「江戸楽」編集部∥著 メイツユニバーサルコンテンツ 383.8/ﾜ/

清少納言がみていた宇宙と、わたしたち
のみている宇宙は同じなのか?

池内 了∥著 青土社 404/ｲ/

統計学の絵本 竹内 俊彦∥著 オーム社 417/ﾀ/

ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 秋下 雅弘∥監修 成美堂出版 493.185/ｾﾞ/

あなたが知りたい病院事情 西 勝英∥著 熊本日日新聞社 498.13/ﾆ/

1日1杯脳のおそうじスープ 内野 勝行∥著 アスコム 498.583/ｳ/

秘闘 岡田 晴恵∥著 新潮社 498.6/ｵ/

今すぐ使えるかんたんJw_cad 日野 眞澄∥著 技術評論社 501/ﾋ/

次期戦闘機開発をいかに成功させるか 森本 敏∥編著 並木書房 538/ｼﾞ/

私はわたし、84歳のスタイルブック 木村 眞由美∥著 KADOKAWA 589/ｷ/

1日1分読むだけで身につくお金大全100 頼藤 太希∥著 自由国民社 591/ﾖ/

伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ タサン志麻∥著 ワニブックス 596/ﾀ/2

るるぶペットとおでかけ JTBパブリッシング 645/ﾙ/23

SNSマーケティングのやさしい教科書。 グローバルリンクジャパン∥著 エムディエヌコーポレーション 675/ｴ/

ディズニーキャストざわざわ日記 笠原 一郎∥著 三五館シンシャ 689/ｶ/

　〈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

366日の東京アートめぐり 安原 もゆる∥著 三才ブックス 706/ﾔ/

大人の雑学西洋画家事典 らち まゆみ∥著 ワニブックス 723/ﾗ/

老後とピアノ 稲垣 えみ子∥著 ポプラ社 763/ｲ/

時代のカナリア 湯川 れい子∥著 集英社 764/ﾕ/

東京オリンピック始末記 小笠原 博毅∥著 岩波書店 780/ｵ/

ハイキング・登山の危険予知 甲山 信一∥著 文芸社 786/ｶ/

日本語教師になるには 益田 美樹∥著 ぺりかん社 810/ﾏ/

母の待つ里 浅田 次郎∥著 新潮社 913.6/ｱ/

探花 今野 敏∥著 新潮社 913.6/ｺ/

ボタニカ 朝井 まかて∥著 祥伝社 913.6/ｱ/

奔流の海 伊岡 瞬∥著 文藝春秋 913.6/ｲ/

石原慎太郎短編全集 石原 慎太郎∥著 幻冬舎 913.6/ｲ/1

あずかりやさん 大山 淳子∥著 ポプラ社 913.6/ｵ/5

11の秘密 大崎 梢∥著 ポプラ社 913.6/ｼﾞ/

黛家の兄弟 砂原 浩太朗∥著 講談社 913.6/ｽ/

サンセット・サンライズ 楡 周平∥著 講談社 913.6/ﾆ/

桜風堂夢ものがたり 村山 早紀∥著 PHP研究所 913.6/ﾑ/

おネコさま御一行 群 ようこ∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ﾑ/

もうあかんわ日記 岸田 奈美∥著 ライツ社 914/ｷ/

モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本 葉子∥著 中央公論新社 914/ｷ/

幸田文 老いの身じたく 幸田 文∥著 平凡社 914/ｺ/

もういちど、あなたと食べたい 筒井 ともみ∥著 新潮社 914/ﾂ/

アルタイの片隅で 李 娟∥著 インターブックス 923/ﾘ/

異常 エルヴェ　ル　テリエ∥著 早川書房 953/ﾙ/

ギリシア悲劇入門 丹下 和彦∥著 未知谷 991/ﾀ/

モーツァルトを聴く人 谷川 俊太郎∥著 小学館 B911.5/ﾀ/

開戦 上田 秀人∥著 光文社 B913.6/ｳ/

青の呪い 神永 学∥[著] 講談社 B913.6/ｶ/

異変ありや 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 B913.6/ｻ/

大怪獣のあとしまつ 三木 聡∥脚本 講談社 B913.6/ﾀ/

みんなのふこう 若竹 七海∥[著] ポプラ社 B913.6/ﾜ/

冤罪法廷 ジョン　グリシャム∥[著] 新潮社 B933/ｸﾞ/1

一万円選書 岩田 徹∥著 ポプラ社 S024/ｲ/

防衛事務次官冷や汗日記 黒江 哲郎∥著 朝日新聞出版 S392/ｸ/

他人をコントロールせずにはいられない人 片田 珠美∥著 朝日新聞出版 S493.76/ｶ/

妄想美術館 原田 マハ∥著 SBクリエイティブ S720/ﾊ/

親は教えてくれない社会の掟 大塚 啓介∥著 はるかぜ書房 Y159/ｵ/

自分を変えたい 宮武 久佳∥著 岩波書店 Y159/ﾐ/

「人それぞれ」がさみしい 石田 光規∥著 筑摩書房 Y361/ｲ/

10代の妊娠 にじいろ∥著 合同出版 Y367.9/ﾆ/

サイレント・ウィッチ　2 依空 まつり著　藤実 なんな画 KADOKAWA Y913.6//

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


