
新着資料一覧表（4月7日～4月13日）

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1 できるGoogleサービスパーフェクトブック困った!&便利ワザ大全田中 拓也・著 インプレス 012303616  007.5 /ﾃﾞ/

2 スマホで困ったときに開く本 2018 朝日新聞出版012303624  007.6 /ｽ /18

3 できる子に育つ魔法の読みきかせ ジム　トレリース・著 筑摩書房 012303632  019.5 /ﾄ /

4 進む、書籍PR! 奥村 知花・著 PHP研究所 012303640  023.1 /ｵ /

5 かみさまは小学5年生 すみれ・著 サンマーク出版012304234  147 /ｽ /

6 元銀座ホステスが教える強運!美女になる方法 藤島 佑雪・著 文藝春秋 012304242  147 /ﾌ /

7 あなたは絶対!運がいい 3 浅見 帆帆子・著 廣済堂出版 012303657  159 /ｱ /3 

8 極上の孤独 下重 暁子・著 幻冬舎 012303517  159 /ｼ /

9 禅僧が教える心がラクになる生き方 南 直哉・著 アスコム 012304184  188.8 /ﾐ /

10 図説ルイ14世 佐々木 真・著 河出書房新社012303665  289.3 /ﾙ /

11 地球の歩き方 A10 「地球の歩き方」編集室・編集ダイヤモンド・ビッグ社012303228  290.9 /ﾁ /

12 ドライブ東北ベスト '19 昭文社 012303673  291.2 /ﾄﾞ/19

13 るるぶ横須賀三浦逗子葉山 [2018] JTBパブリッシング012303699  291.3 /ﾙ /18

14 るるぶ東京横浜 '19 JTBパブリッシング012303681  291.3 /ﾙ /19

15 河口湖・山中湖 富士山 '19 昭文社 012303707  291.5 /ｶ /19

16 るるぶマレーシア クアラルンプール・ボルネオ[2018] JTBパブリッシング012303715  292.3 /ﾙ /18

17 グアム '19 昭文社 012303723  297.4 /ｸﾞ/19

18 犠牲者120万人祖国を中国に奪われたチベット人が語る侵略に気づいていない日本人ペマ　ギャルポ・著 ハート出版 012304218  302.1 /ﾍﾟ/

19 日本再興戦略 落合 陽一・著 幻冬舎 012304192  304 /ｵ /

20 保守の遺言 西部 邁・著 平凡社 012303343  304 /ﾆ /

21 実録・レイシストをしばき隊 野間 易通・著 河出書房新社012304200  316.8 /ﾉ /

22 明るい公務員講座 仕事の達人編岡本 全勝・著 時事通信出版局012303731  318.3 /ｵ /

23 ドーナツ経済学が世界を救う ケイト　ラワース・著 河出書房新社012304119  331.0 /ﾗ /

24 日本を破壊する種子法廃止とグローバリズム 三橋 貴明・著 彩図社 012304085  333.6 /ﾐ /

25 事務ミスがない人の図解整理術 オダギリ 展子・著 三笠書房 012303749  336.5 /ｵ /

26 歴史修正主義とサブカルチャー 倉橋 耕平・著 青弓社 012304226  361.4 /ｸ /

27 ここが変わった!改正介護保険サービス・しくみ・利用料がわかる本2018～2020年度版川村 匡由・監修 自由国民社 012303756  364.4 /ｺ /18

28 いちからわかる消費者問題 原 早苗・編著 ぎょうせい 012303558  365 /ｲ /

29 すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新労働安全衛生をめぐる法律と疑問解決マニュアル108小島 彰・監修 三修社 012303566  366.3 /ｽ /

30 男性は何をどう悩むのか 濱田 智崇・編 ミネルヴァ書房 012303764  367.5 /ﾀﾞ/

31 宿命 原 雄一・著 講談社 012303772  368.6 /ﾊ /

32 心とからだを育てる和太鼓 水野 惠理子・著 かもがわ出版 012303574  376.1 /ﾐ /

33 大学図鑑! 2019 オバタ カズユキ・監 ダイヤモンド社 012303780  376.8 /ﾀﾞ/19

34 セーラー服と女学生 内田 静枝・編著 河出書房新社012303798  383.1 /ｳ /

35 英国一家、日本をおかわり マイケル　ブース・著 KADOKAWA 012303806  383.8 /ﾌﾞ/

36 葬式格差 島田 裕巳・著 幻冬舎 012303525  385.6 /ｼ /

37 世界の水の民話 日本民話の会外国民話研究会・編訳三弥井書店 012303582  388 /ｾ /

38 楽しい日本の恐竜案内 平凡社 012303822  457.8 /ﾀ /

39 自分で探せる美しい石図鑑&採集ガイド 円城寺 守・著 実業之日本社012303814  458 /ｴ /

40 ツツジ・シャクナゲハンドブック 渡辺 洋一・著 文一総合出版012303830  479.9 /ﾜ /

41 寄生蟲図鑑 大谷 智通・著 講談社 012304051  481.7 /ｵ /

42 動物たちのすごいワザを物理で解く マティン　ドラーニ・著 インターシフト 012303194  481.7 /ﾄﾞ/

43 骨粗鬆症 石橋 英明・著 主婦の友社 012303848  493.6 /ｲ /

44 よくわかる森田療法 中村 敬・監修 主婦の友社 012303855  493.7 /ﾖ /

45 子どもに効く栄養学 中村 丁次・監修 日本文芸社 012303608  493.9 /ｺ /

46 完全図解坐骨神経痛のすべて 田村 睦弘・監修 主婦の友社 012303863  494.6 /ｶ /
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47 緑内障・白内障 糖尿病網膜症・黄斑変性症・目のアレルギー杉田 美由紀・監修 主婦の友社 012303871  496 /ﾘ /

48 NHKガッテン!“医者いらず”の賢い食べ方 NHK科学　環境番組部・編主婦と生活社 012303889  498.5 /ｴ /

49 いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形 慶子・著 KADOKAWA 012303897  527 /ｲ /

50 日本人がいちばん暮らしやすい間取り図鑑 フリーダムアーキテクツ・著エクスナレッジ 012303905  527.1 /ﾆ /

51 トコトンやさしい自動運転の本 クライソン トロンナムチャイ・著日刊工業新聞社012303913  537 /ｸ /

52 トコトンやさしい燃料電池の本 森田 敬愛・著 日刊工業新聞社012303921  572.1 /ﾓ /

53 ツウになる!日本酒の教本 友田 晶子・著 秀和システム 012304101  588.5 /ﾄ /

54 ツウになる!ワインの教本 友田 晶子・著 秀和システム 012304093  588.5 /ﾄ /

55 大人になったら、着たい服 2018春夏 主婦と生活社 012303939  589.2 /ｵ /

56 家事の得ワザ 得する人損する人・編マガジンハウス 012303954  590 /ｶ /

57 無印良品の片づけ・掃除・洗濯 エクスナレッジ 012303947  590 /ﾑ /

58 国産材でつくるインパクトドライバー木工 大内 正伸・著 農山漁村文化協会012303970  592.7 /ｵ /

59 2×材木工入門 学研プラス 012303962  592.7 /ﾂ /

60 あたらしい着物の教科書 木下着物研究所・著日本文芸社 012303988  593.8 /ｱ /

61 グレイヘアという選択 主婦の友社・編 主婦の友社 012303210  595.4 /ｸﾞ/

62 1/5の油で5倍おいしい!フライパンでラクちん揚げもの 上島 亜紀・著 家の光協会 012303996  596 /ｶ /

63 旬を楽しむ梅しごと 山田 奈美・著 家の光協会 012304002  596.3 /ﾔ /

64 ちびパン 吉永 麻衣子・著 日販アイ・ピー・エス012304010  596.6 /ﾖ /

65 最新農業の動向としくみがよ～くわかる本 中村 恵二・著 秀和システム 012304028  612.1 /ﾅ /

66 最新農業技術土壌施肥 vol.10 農山漁村文化協会・編農山漁村文化協会012304176  613.4 /ｻ /10

67 種子が消えればあなたも消える 西川 芳昭・著 コモンズ 012304077  615.2 /ﾆ /

68 はじめての野菜づくり12か月 板木 利隆・著 家の光協会 012304036  626.9 /ｲ /

69 はじめてのバラとつるバラ 村上 敏・監修 成美堂出版 012304044  627.7 /ﾊ /

70 島旅ねこ ダイヤモンド・ビッグ社012303533  645.7 /ｼ /

71 全日本鉄道バス旅行地図帳 2018年版 小学館クリエイティブ012303368  686.2 /ｾﾞ/18

72 図説中世ヨーロッパの美術 浅野 和生・著 河出書房新社012303376  702.0 /ｱ /

73 禅のこころを描く白隠 芳澤 勝弘・ほか著 新潮社 012303384  721.7 /ﾊ /

74 漫画の仕事 木村 俊介・著 幻冬舎コミックス012303400  726.1 /ｷ /

75 「少年ジャンプ」黄金のキセキ 後藤 広喜・著 ホーム社 012303418  726.1 /ｺﾞ/

76 私の少女マンガ講義 萩尾 望都・著 新潮社 012303392  726.1 /ﾊ /

77 イラスト、漫画のための構図の描画教室 松岡 伸治・著 エムディエヌコーポレーション012303426  726.5 /ﾏ /

78 ターシャ・テューダーへの道 食野 雅子・著 主婦と生活社 012303434  726.6 /ﾁ /

79 半分、青い。 Part1 北川 悦吏子・作 NHK出版 012303442  778.8 /ﾊ /1 

80 日本オリンピック委員会公式写真集 2018 日本オリンピック委員会・企画　監修アフロ 012303459  780.6 /ﾆ /18

81 楽しいバスレクアイデアガイド 6 神代 洋一・編著 汐文社 012303467  798 /ｶ /6 

82 古事記の謎をひもとく 谷口 雅博・著 弘文堂 012303202  913.2 /ﾀ /

83 逃げる力 百田 尚樹・著 PHP研究所 012304168  914.6 /ﾋﾔ/

84 新しきイヴの受難 アンジェラ　カーター・著国書刊行会 012303178  933.7 /ｶ /

85 最後に鴉がやってくる イタロ　カルヴィーノ・著国書刊行会 012303186  973 /ｶ /

86 爽年 石田 衣良・著 集英社 012303137  F /ｲｼ/

87 確率捜査官御子柴岳人 [3] 神永 学・著 KADOKAWA 012303475  F /ｶﾐ/3 

88 小萩のかんざし 北村 薫・著 文藝春秋 012303145  F /ｷﾀ/

89 じっと手を見る 窪 美澄・著 幻冬舎 012303152  F /ｸﾎﾞ /

90 異世界転生騒動記 12 高見 梁川・著 アルファポリス 012303483  F /ﾀｶ/12

91 ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月 隆文・著 幻冬舎 012303160  F /ﾅﾅ/

92 悲終伝 西尾 維新・著 講談社 012303491  F /ﾆｼ/
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93 独り舞 李 琴峰・著 講談社 012303509  F /ﾘ /

94 ドラグーン 4 わい・著 KADOKAWA 012303350  F /ﾜｲ/4 

95 われらはレギオン 1 デニス　E.テイラー・著 早川書房 012303285 B933.7 /ﾃ /1 

96 コールド・コールド・グラウンド エイドリアン　マッキンティ・著早川書房 012303335 B933.7 /ﾏ /

97 オンブレ エルモア　レナード[著]新潮社 012304150 B933.7 /ﾚ /

98 ホース・ソルジャー 上 ダグ　スタントン・著 早川書房 012303301 B936 /ｽ /1 

99 ホース・ソルジャー 下 ダグ　スタントン・著 早川書房 012303319 B936 /ｽ /2 

100 宝石都市の廃墟 トーマス　ツィーグラー・著早川書房 012303293 B943.7 /ﾂ /

101 商人令嬢と猫かぶり王子 秋杜 フユ・著 集英社 012303236 BF /ｱｷ/

102 雌雄の決 上田 秀人[著] 幻冬舎 012304143 BF /ｳｴ/

103 ママレード・ボーイ 吉住 渉・原作 集英社 012303541 BF /ｷﾘ/

104 サンリオ男子 [2] 後白河 安寿・著 集英社 012303244 BF /ｺﾞｼ /2 

105 筋読み 田村 和大・著 宝島社 012304135 BF /ﾀﾑ/

106 雪の王 光の剣 中村 ふみ[著] 講談社 012303277 BF /ﾅｶ/

107 賢女が欺かれる童話(メルヒェン) 長尾 彩子・著 集英社 012303251 BF /ﾅｶﾞ /

108 流転 鳴海 章・著 実業之日本社012304127 BF /ﾅﾙ/

109 日本SF傑作選 5 日下 三蔵・編 早川書房 012303327 BF /ﾆﾎ/5 

110 楽観戀情値千金 我鳥 彩子・著 集英社 012303269 BF /ﾜﾄﾞ /

111 日本史探偵コナン 12 青山 剛昌・原作 小学館 021290556  210 /ﾆ /12

112 世界を変えた100人の女の子の物語 エレナ　ファヴィッリ・文 河出書房新社021290564  280 /ﾌ /

113 世界一おもしろい国旗の本 ロバート　G.フレッソン・絵と文河出書房新社021290739  288 /ﾌ /

114 伊達政宗 高枝 景水・まんが 小学館 021290572  289 /ﾀﾞ/

115 レントゲン フカキ ショウコ・漫画 ポプラ社 021290580  289 /ﾚ /

116 もうひとつの屋久島から 武田 剛・著 フレーベル館 021290747  291 /ﾀ /

117 職場体験完全ガイド 56 ポプラ社 021290598  366 /ｼ /56

118 職場体験完全ガイド 57 ポプラ社 021290606  366 /ｼ /57

119 職場体験完全ガイド 58 ポプラ社 021290614  366 /ｼ /58

120 職場体験完全ガイド 59 ポプラ社 021290622  366 /ｼ /59

121 職場体験完全ガイド 60 ポプラ社 021290630  366 /ｼ /60

122 羽毛恐竜 大島 英太郎・作 福音館書店 220270391  457 /ｵ /

123 羽毛恐竜 大島 英太郎・作 福音館書店 220270383  457 /ｵ /

124 しらべよう!47都道府県のくだもの 河鰭 実之・監修 汐文社 021290648  625 /ｼ /

125 小説アニメカードキャプターさくら クリアカード編1CLAMP・原作 講談社 021290721  913 /ｱ /

126 波うちぎわのシアン 斉藤 倫・著 偕成社 220270284  913 /ｻ /

127 いじめ 五十嵐 かおる・原案　イラスト小学館 021290713  913 /ﾀ /

128 スターライト号でアドリア海へ 山下 明生・作 理論社 021290655  913 /ﾔ /

129 ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー　トーマス・作 岩崎書店 021290762  933 /ﾄ /

130 ひとりじゃないよ、ぼくがいる サイモン　フレンチ・作 福音館書店 220270276  933 /ﾌ /

131 へそとりごろべえ 赤羽 末吉・詩 画 童心社 220270318  E /ｱ /

132 さとやまさん 工藤 直子・文 アリス館 021290770  E /ｲ /

133 あそぼう!はなのこたち エリザベス　イワノフスキー・作岩波書店 220270292  E /ｲ /

134 ひなげしのおうじ エリザベス　イワノフスキー・作岩波書店 220270300  E /ｲ /

135 おにいちゃんさんかんび くすのき しげのり・作 光村教育図書021290697  E /ｵ /

136 こいのぼりじま こさかまさみ・さく 福音館書店 220270482  E /ｶ /

137 こいのぼりじま こさかまさみ・さく 福音館書店 220270508  E /ｶ /

138 こいのぼりじま こさかまさみ・さく 福音館書店 220270490  E /ｶ /
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139 ワタナベさん 北村 直子・作 偕成社 220270326  E /ｷ /

140 バルンくんとおたすけ3きょうだい。 こもり まこと・さく 福音館書店 220270466  E /ｺ /

141 カレーライス 小西 英子・さく 福音館書店 220270441  E /ｺ /

142 カレーライス 小西 英子・さく 福音館書店 220270433  E /ｺ /

143 バルンくんとおたすけ3きょうだい。 こもり まこと・さく 福音館書店 220270458  E /ｺ /

144 バルンくんとおたすけ3きょうだい。 こもり まこと・さく 福音館書店 220270474  E /ｺ /

145 カレーライス 小西 英子・さく 福音館書店 220270425  E /ｺ /

146 グラファロ-もりでいちばんつよいのは?- ジュリア　ドナルドソン・ぶん評論社 220270359  E /ｼ /

147 グラファロ-もりでいちばんつよいのは?- ジュリア　ドナルドソン・ぶん評論社 220270367  E /ｼ /

148 単位がわかる リットルのえほん ほるぷ出版 021290705  E /ﾀ /

149 単位がわかる 時間のえほん ほるぷ出版 021290663  E /ﾀ /

150 もうちょっともうちょっと きむら ゆういち・文 福音館書店 220270334  E /ﾀ /

151 もうちょっともうちょっと きむら ゆういち・文 福音館書店 220270342  E /ﾀ /

152 そらからぼふ～ん 高畠 那生・作 くもん出版 021290796  E /ﾀ /

153 単位がわかる 面積のえほん ほるぷ出版 021290689  E /ﾀ /

154 単位がわかる 体積のえほん ほるぷ出版 021290671  E /ﾀ /

155 ましろとカラス ふくざわゆみこ・さく 福音館書店 220270524  E /ﾌ /

156 ましろとカラス ふくざわゆみこ・さく 福音館書店 220270516  E /ﾌ /

157 ましろとカラス ふくざわゆみこ・さく 福音館書店 220270532  E /ﾌ /

158 じてんしゃがしゃがしゃ かさい まり・文 絵本塾出版 021290788  E /ﾔ /

159 王さまになった羊飼い 松瀬 七織・再話 福音館書店 220270409  E3/ｲ /

160 王さまになった羊飼い 松瀬 七織・再話 福音館書店 220270417  E3/ｲ /

161 くらべてかんがえる 安野 光雅・さく 福音館書店 220270557  E4/ｱ /

162 くらべてかんがえる 安野 光雅・さく 福音館書店 220270540  E4/ｱ /

163 ホッキョクグマ ジェニ　デズモンド・さくBL出版 220270375  E4/ﾃﾞ/

164 日本の海岸植物図鑑 中西 弘樹・著 トンボ出版 012304069 R471.7 /ﾅ /

165 日本魚類館 中坊 徹次・編　監修小学館 012303590 R487.5 /ﾆ /

166 五感で調べる木の葉っぱずかん 林 将之・著 ほるぷ出版 021290754 R653 /ﾊ /


