
新着資料一覧表（11月11日～11月17日）

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1 おうちで学べる人工知能のきほん 東中 竜一郎・著 翔泳社 012275491  007.1 /ﾋ /

2 このえほんだいすき! 細川 和子・著 日本キリスト教団出版局012275780  019.5 /ﾎ /

3 地球の歩き方 D11 「地球の歩き方」編集室・編集ダイヤモンド・ビッグ社012275517  290.9 /ﾁ /

4 関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行 関口 知宏・著 徳間書店 012275798  293.0 /ｾ /

5 ハバナ観光案内 伊東 淳史・著 イカロス出版 012275806  295.9 /ｲ /

6 公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法2019年度版 「合格への道」研究会・編著洋泉社 012275814  317.4 /ｺ /19

7 「小池劇場」が日本を滅ぼす 有本 香・著 幻冬舎 012276002  318.2 /ｱ /

8 一人でつくれる契約書・内容証明郵便の文例集 安達 敏男・著 日本加除出版 012275822  324.5 /ｱ /

9 総務・法務担当者のための会社法入門 金子 登志雄・著 中央経済社 012275756  325.2 /ｶ /

10 業界分析ハンドブック みずほ証券エクイティ調査部・編著東洋経済新報社012276010  338.1 /ｷﾞ/

11 自分ですらすらできる確定申告の書き方[平成29年度版]渡辺 義則・著 KADOKAWA 012275830  345.3 /ﾜ /17

12 身の丈にあった勉強法 菅 広文・著 幻冬舎 012276044  379.7 /ｽ /

13 ヒトは何故それを食べるのか 佐竹 元吉・著 中央法規出版 012275848  383.8 /ﾋ /

14 日本の石ころ標本箱 渡辺 一夫・著 誠文堂新光社 012276077  458.2 /ﾜ /

15 新日本の探鳥地 首都圏編 BIRDER編集部・編 文一総合出版 012276036  488.2 /ｼ /

16 もっとシマエナガちゃん 小原 玲・著 講談社ビーシー 012275855  488.9 /ｵ /

17 やせる、不調が消える読む冷えとり 石原 新菜・監修 主婦の友社 012275863  493.1 /ﾔ /

18 注文をまちがえる料理店 小国 士朗・著 あさ出版 012275483  493.7 /ｵ /

19 不都合な真実 2 アル　ゴア・著 実業之日本社 012275871  519 /ｺﾞ/2 

20 なるほど住宅デザイン エクスナレッジ 012275418  527.1 /ﾅ /

21 小さな鍋で絶品おかず 石澤 清美・著 家の光協会 012275467  596 /ｲ /

22 驚きの魅せレシピ 市瀬 悦子・著 家の光協会 012275459  596 /ｲ /

23 クックパッド☆栄養士のれしぴ☆のおいしいキッチン[1] 上地 智子[著] 宝島社 012276069  596 /ｶ /1 

24 クックパッド☆栄養士のれしぴ☆のおいしいキッチン2 上地 智子[著] 宝島社 012276051  596 /ｶ /2 

25 コンビニかけ合わせグルメ ディスク百合おん・著 スモール出版 012275889  596 /ﾃﾞ/

26 毎日の食べるみそ汁100 杵島 直美・著 ブティック社 012275905  596.2 /ｷ /

27 藤井恵さんの体にいい和食ごはん 藤井 恵・著 学研プラス 012275897  596.2 /ﾌ /

28 梅沢富美男&東野幸治まんぷく農家メシ!2 NHK「まんぷく農家メシ!」取材班・編小学館クリエイティブ012275913  596.3 /ｳ /2 

29 すっきり暮らすための掃除・片づけのコツ 主婦の友社・編 主婦の友社 012275921  597.9 /ｽ /

30 小児科医は自分の子どもに薬を飲ませない 鳥海 佳代子・著 マキノ出版 012276085  598.3 /ﾄ /

31 土壌・肥料の基本とつくり方・使い方 加藤 哲郎・監修 ナツメ社 012275434  613.5 /ﾄﾞ/

32 図解でよくわかるタネ・苗のきほん 日本種苗協会・監修誠文堂新光社 012275426  615.2 /ｽﾞ/

33 もっと知りたいターナー 荒川 裕子・著 東京美術 012275939  723.3 /ﾀ /

34 いわさきちひろ 松本 猛・著 講談社 012275764  726.6 /ｲ /

35 おもしろ張り子 前田 ビバリー・著 グラフィック社 012275475  754.9 /ﾏ /

36 ドビュッシーはワインを美味にするか? ジョン　パウエル・著 早川書房 012275442  761.1 /ﾊﾟ/

37 大人の語彙力ノート 齋藤 孝・著 SBクリエイティブ 012276028  814 /ｻ /

38 ありがとうのかんづめ 俵 万智[著] 小学館 012275335  914.6 /ﾀﾜ/

39 かるい生活 群 ようこ・著 朝日新聞出版 012275376  914.6 /ﾑﾚ/

40 異国の君主と花売り娘 アニー　ウエスト・作 ハーパーコリンズ・ジャパン012275632  933.7 /ｳ /

41 愛を宿したウエイトレス シャロン　ケンドリック・作ハーパーコリンズ・ジャパン012275616  933.7 /ｹ /

42 ナニーが恋した傲慢富豪 テレサ　サウスウィック・作ハーパーコリンズ・ジャパン012275665  933.7 /ｻ /

43 クリスマスのシンデレラ キャンディ　シェパード・作ハーパーコリンズ・ジャパン012275657  933.7 /ｼ /

44 聖夜に芽ばえた宝物 ミシェル　スマート・作 ハーパーコリンズ・ジャパン012275624  933.7 /ｽ /

45 秘密の一夜 バーバラ　マコーリィ・作ハーパーコリンズ・ジャパン012275673  933.7 /ﾏ /

46 億万長者の予期せぬ求婚 スーザン　メイアー・作 ハーパーコリンズ・ジャパン012275640  933.7 /ﾒ /
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47 とても良い人生のために J.K.ローリング・著 静山社 012275772  934.7 /ﾛ /

48 ウールフ、黒い湖 ヘラ　S.ハーセ・著 作品社 012275400  949.3 /ﾊ /

49 はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤 たかみ・著 文藝春秋 012275368  F /ｲﾄ/

50 災神 江島 周・著 KADOKAWA 012275996  F /ｴｼﾞ /

51 ぼくせん 木村 忠啓・著 朝日新聞出版 012275384  F /ｷﾑ/

52 サーチライトと誘蛾灯 櫻田 智也・著 東京創元社 012275392  F /ｻｸ/

53 呉漢 上 宮城谷 昌光・著 中央公論新社 012275343  F /ﾐﾔ/1 

54 呉漢 下 宮城谷 昌光・著 中央公論新社 012275350  F /ﾐﾔ/2 

55 エリィ・ゴールデンと悪戯な転換 4 四葉 夕ト・著 双葉社 012275954  F /ﾖﾂ/4 

56 ビブリオ漫画文庫 山田 英生・編 筑摩書房 012275947 B726.1 /ﾋﾞ/

57 潜入 エフタ　ライチャー　アティル・著早川書房 012275566 B929.7 /ﾗ /

58 白き刹那 イローナ　アンドルーズ・著ハーパーコリンズ・ジャパン012275723 B933.7 /ｱ /

59 永遠(とわ)に残るは 上 ジェフリー　アーチャー[著]新潮社 012275699 B933.7 /ｱ /1 

60 永遠(とわ)に残るは 下 ジェフリー　アーチャー[著]新潮社 012275707 B933.7 /ｱ /2 

61 君の彼方、見えない星 ケイティ　カーン・著 早川書房 012275541 B933.7 /ｶ /

62 七年目のアイラブユー シャロン　サラ・著 ハーパーコリンズ・ジャパン012275731 B933.7 /ｻ /

63 消えたはずの、 エイミー　ジェントリー・著早川書房 012275574 B933.7 /ｼﾞ/

64 聖夜になれば、きっと キャンディス　キャンプ・著ハーパーコリンズ・ジャパン012275749 B933.7 /ｾ /

65 紙の魔術師 チャーリー　N.ホームバーグ・著早川書房 012275582 B933.7 /ﾎ /

66 11名の力 ホルスト　ホフマン・著 早川書房 012275558 B943.7 /ﾎ /

67 南朝の刺客 麻倉 一矢・著 徳間書店 012275962 BF /ｱｻ/

68 鬼姫と流れる星々 小松 エメル[著] ポプラ社 012275715 BF /ｺﾏ/

69 公爵夫妻の幸福な結末 芝原 歌織[著] 講談社 012275525 BF /ｼﾊﾞ /

70 斬 鈴木 英治・著 徳間書店 012275988 BF /ｽｽﾞ /

71 謀 鈴木 英治・著 徳間書店 012275970 BF /ｽｽﾞ /

72 西郷隆盛と大久保利通 立石 優・著 PHP研究所 012275681 BF /ﾀﾃ/

73 七都市物語 田中 芳樹・著 早川書房 012275590 BF /ﾀﾅ/

74 月の都 海の果て 中村 ふみ[著] 講談社 012275533 BF /ﾅｶ/

75 探偵はBARにいる3 東 直己・原作 早川書房 012275608 BF /ﾓﾘ/

76 水のかたち 増村征夫・文・写真 福音館書店 220267629  435 /ﾏ /

77 水のかたち 増村征夫・文・写真 福音館書店 220267637  435 /ﾏ /

78 水のかたち 増村征夫・文・写真 福音館書店 220267611  435 /ﾏ /

79 日本の手仕事 [2] 遠藤 ケイ・絵と文 汐文社 021283155  502 /ｴ /2 

80 みんながたのしくなる影絵の世界 1 影絵人形劇団みんわ座・監修　著六耀社 021283254  777 /ﾐ /1 

81 数え方のえほん 高野 紀子・作 あすなろ書房 021283163  815 /ﾀ /

82 蘭の花が咲いたら 小林 深雪[著] 講談社 021283114  913 /ｺ /

83 一〇五度 佐藤 まどか・著 あすなろ書房 021283171  913 /ｻ /

84 100年の木の下で 杉本 りえ[著] ポプラ社 021283189  913 /ｽ /

85 街角には物語が… 高楼 方子・作 偕成社 220267553  913 /ﾀ /

86 ぼく、ちきゅうかんさつたい 松本 聰美・作 出版ワークス 021283296  913 /ﾏ /

87 まっすぐな地平線 森島 いずみ・著 偕成社 220267546  913 /ﾓ /

88 フォックスクラフト 2 インバリ　イセーレス・著静山社 021283205  933 /ｲ /2 

89 ぼくはO・C・ダニエル ウェスリー　キング・作 鈴木出版 021283197  933 /ｷ /

90 セブン・レター・ワード キム　スレイター・作 評論社 021283213  933 /ｽ /

91 凍てつく海のむこうに ルータ　セペティス・作 岩波書店 220267520  933 /ｾ /

92 さよなら、スパイダーマン アナベル　ピッチャー・著偕成社 220267538  933 /ﾋﾟ/
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93 がちょうのたんじょうび 新美 南吉・作 金の星社 021283122  E /ｲ /

94 いろのかけらのしま イ ミョンエ・作と絵 ポプラ社 021283148  E /ｲ /

95 おじいちゃん 梅田 俊作・作　絵 ポプラ社 021283239  E /ｳ /

96 しっぽ.しっぽ.しっぽっぽ. 木曽 秀夫・作　絵 フレーベル館 021283270  E /ｷ /

97 しんかんせんでビューン 視覚デザイン研究所・さく視覚デザイン研究所021283288  E /ｸ /

98 ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤 ノリコ・著 白泉社 021283221  E /ｸ /

99 レモンちゃん さとう めぐみ・作　絵 PHP研究所 021283130  E /ｻ /

100 ママはしらないの? ふくだ いわお・作 光村教育図書 021283247  E /ﾌ /

101 あおいジャッカル マーシャ　ブラウン・作 瑞雲舎 220267587  E /ﾌﾞ/

102 なぞなぞアンデルセン 石津 ちひろ・なぞなぞ偕成社 220267595  E /ﾐ /

103 おさんぽだいきょうそう 三池 悠・作 偕成社 220267603  E /ﾐ /

104 クリスマスのちいさなほし オリガ・ヤクトーヴィチ・作福音館書店 220267686  E /ﾔ /

105 クリスマスのちいさなほし オリガ・ヤクトーヴィチ・作福音館書店 220267645  E /ﾔ /

106 クリスマスのちいさなほし オリガ・ヤクトーヴィチ・作福音館書店 220267678  E /ﾔ /

107 クリスマスのちいさなほし オリガ・ヤクトーヴィチ・作福音館書店 220267652  E /ﾔ /

108 おかあさんどーこ? わかやま しずこ・さく 童心社 021283262  E /ﾜ /

109 今、世界はあぶないのか? [1] ハナネ　カイ・絵 評論社 220267579  E3/ｶ /

110 今、世界はあぶないのか? [2] ハナネ　カイ・絵 評論社 220267561  E3/ｶ /

111 おおどしのきゃく 五十嵐七重・再話 福音館書店 220267728  E3/ﾌ /

112 おおどしのきゃく 五十嵐七重・再話 福音館書店 220267710  E3/ﾌ /

113 おおどしのきゃく 五十嵐七重・再話 福音館書店 220267702  E3/ﾌ /

114 おおどしのきゃく 五十嵐七重・再話 福音館書店 220267694  E3/ﾌ /

115 おでこにピツッ 三宮麻由子・ぶん 福音館書店 220267801  E4/ｻ /

116 おでこにピツッ 三宮麻由子・ぶん 福音館書店 220267827  E4/ｻ /

117 ちいさなうみのかくれんぼ 齋藤槙・さく 福音館書店 220267751  E4/ｻ /

118 ちいさなうみのかくれんぼ 齋藤槙・さく 福音館書店 220267744  E4/ｻ /

119 ちいさなうみのかくれんぼ 齋藤槙・さく 福音館書店 220267769  E4/ｻ /

120 おでこにピツッ 三宮麻由子・ぶん 福音館書店 220267819  E4/ｻ /

121 はんぶんちょうだい 佐々木利明・ぶん 福音館書店 220267777  E4/ﾌ /

122 はんぶんちょうだい 佐々木利明・ぶん 福音館書店 220267793  E4/ﾌ /

123 はんぶんちょうだい 佐々木利明・ぶん 福音館書店 220267785  E4/ﾌ /

124 くさはらのわたしのへや 松岡達英・さく 福音館書店 220267843  E4/ﾏ /

125 くさはらのわたしのへや 松岡達英・さく 福音館書店 220267835  E4/ﾏ /

126 くさはらのわたしのへや 松岡達英・さく 福音館書店 220267850  E4/ﾏ /

127 現代用語の基礎知識 2018 自由国民社・編集 自由国民社 012275509 R031 /ｹﾞ/18

128 クリスマスのちいさなほし オリガ・ヤクトーヴィチ・作福音館書店 220267660  E /ﾔ /

129 おおどしのきゃく 五十嵐七重・再話 福音館書店 220267736  E3/ﾌ /


