
新着資料一覧表（6月9日～6月15日）

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1 読む力 松岡 正剛・著 中央公論新社 012314670  019.9 /ﾏ /

2 働き方完全無双 ひろゆき・著 大和書房 012314613  159.4 /ﾆ /

3 一生モノの美しさを手に入れた人が幸せになる 一色 由美子・著 大和書房 012314787  159.6 /ｲ /

4 歴史は実験できるのか ジャレド　ダイアモンド・編著慶應義塾大学出版会012313938  204 /ﾚ /

5 馬・車輪・言語 上 デイヴィッド　W.アンソニー・著筑摩書房 012314464  209.3 /ｱ /1 

6 馬・車輪・言語 下 デイヴィッド　W.アンソニー・著筑摩書房 012314472  209.3 /ｱ /2 

7 幕末列藩&人物名鑑 大石 学・監修 NHK出版 012314480  281.0 /ﾊﾞ/

8 地球の歩き方 A31 「地球の歩き方」編集室・編集ダイヤモンド・ビッグ社012314019  290.9 /ﾁ /

9 地球の歩き方 C07 地球の歩き方編集室・編集ダイヤモンド・ビッグ社012314027  290.9 /ﾁ /

10 るるぶ小笠原伊豆諸島 [2018] JTBパブリッシング012314506  291.3 /ﾙ /18

11 福岡 博多・天神 '19 昭文社 012314498  291.9 /ﾌ /19

12 イタリアの小さな村へ 中橋 恵・著 新潮社 012314514  293.7 /ﾅ /

13 「情の力」で勝つ日本 日下 公人・著 PHP研究所 012314696  304 /ｸ /

14 石破茂の「頭の中」 鈴木 哲夫・著 ブックマン社 012314878  312.1 /ｽ /

15 特権キャリア警察官 時任 兼作・著 講談社 012314522  317.7 /ﾄ /

16 新図解自治体職員のためのトラブル解決事例集 石川 公一・著 ぎょうせい 012314530  318 /ｲ /

17 感情的になる前に知らないと恥ずかしい中国・韓国・北朝鮮Q&A富坂 聰・著 講談社 012314548  319.1 /ﾄ /

18 シーア派とスンニ派 池内 恵・著 新潮社 012314886  319.2 /ｲ /

19 相続と遺言のことならこの1冊 石原 豊昭・監修 自由国民社 012314555  324.7 /ｿ /

20 「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方 山田 和美・著 日本実業出版社012314563  324.7 /ﾔ /

21 ハローワーク採用の絶対法則 五十川 将史・著 誠文堂新光社 012314001  336.4 /ｲ /

22 株は「ゲリラ豪雨」で買い、「平均気温」で儲ける! 森 和夫・著 ビジネス社 012314654  338.1 /ﾓ /

23 財政破綻後 小林 慶一郎・編著 日本経済新聞出版社012314779  342.1 /ｺ /

24 ダルク ダルク・編 明石書店 012313987  368.8 /ﾀﾞ/

25 福祉課のシゴト 石川 久・著 ぎょうせい 012314589  369.1 /ｲ /

26 看護師も涙した老人ホームの素敵な話 小島 すがも・著 東邦出版 012314829  369.2 /ｺ /

27 身近な人に介護が必要になったときの手続きのすべて 鈩 裕和・監修 自由国民社 012314571  369.2 /ﾐ /

28 中学受験は親が9割 西村 則康・著 青春出版社 012314894  376.8 /ﾆ /

29 ラーメンの歴史学 バラク　クシュナー・著 明石書店 012313920  383.8 /ｸ /

30 祇園祭 アリカ・編 新潮社 012313953  386.1 /ｷﾞ/

31 大人の恐竜図鑑 北村 雄一・著 筑摩書房 012314621  457.8 /ｷ /

32 背骨のしくみと動きがわかる本 石部 伸之・著 秀和システム 010930030  492.5 /ｲ /

33 距骨を整えれば不調が治る! 志水 剛志・監修 マガジンハウス 012314647  492.7 /ｷ /

34 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センターのおいしい痛風・高尿酸血症レシピ谷口 敦夫・医学監修主婦の友社 010930048  493.6 /ﾄ /

35 認知症で使えるサービスしくみお金のことがわかる本 田中 元・著 自由国民社 012314431  493.7 /ﾀ /

36 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口 進・監修 講談社 012313946  493.7 /ﾈ /

37 40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方葛西 紀明・著 東洋経済新報社012314720  498.3 /ｶ /

38 栄養まるごと10割レシピ! 小田 真規子・料理　レシピ世界文化社 012314274  498.5 /ｴ /

39 超健康!若返る!ラクうま「水煮缶」ダイエット 白澤 卓二・著 宝島社 012314910  498.5 /ｼ /

40 新薬の狩人たち ドナルド　R.キルシュ・著早川書房 012313912  499.0 /ｷ /

41 くすりの事典 2019年版 片山 志郎・監修 成美堂出版 012314175  499.1 /ｸ /19

42 警告!身近な薬の副作用 武政 文彦・監修 小学館 010930022  499.1 /ｹ /

43 エネルギーと環境問題の疑問55 刑部 真弘・著 成山堂書店 012313995  501.6 /ｵ /

44 日本の醜さについて 井上 章一・著 幻冬舎 012314704  518.8 /ｲ /

45 50代から生涯暮らすリフォーム 天野 彰・著 KADOKAWA 012314290  527 /ｱ /

46 すてきな門まわり・駐車場百科 ブティック社 012314308  527 /ｽ /
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47 「小さな家」づくりのヒント 主婦の友社・編 主婦の友社 012314282  527.1 /ﾁ /

48 着るだけで夢が叶う服選びの魔法 MALIKA・著 光文社 012314837  589.2 /ﾏ /

49 服を捨てたらおしゃれがこんなに「カンタン」に! 山際 恵美子・著 大和書房 012314761  589.2 /ﾔ /

50 かぎ針ひとつでやさしく編めるビーズで楽しむオヤのアクセサリーC　R　K design・著 高橋書店 012314795  594.6 /ｶ /

51 はじめが肝心 有元葉子の「下ごしらえ」 有元 葉子・著 文化学園文化出版局012313979  596 /ｱ /

52 おいしさ長持ち!食品保存の便利BOOK 食のスタジオ・編 西東社 012313961  596 /ｵ /

53 腸がよろこぶ料理 たなか れいこ・著 リトルモア 010930014  596 /ﾀ /

54 まいにちの水煮缶レシピ 主婦の友社 012314944  596 /ﾏ /

55 間違いだらけの食材保存&調理術 徳江 千代子・監修 宝島社 012314902  596 /ﾏ /

56 伊勢醬油で神ごはん 八代 恵美子・著 光文社 012314811  596 /ﾔ /

57 サラダ好きのシェフが考えたサラダ好きに贈る137のとっておきサラダ音羽 和紀・著 柴田書店 012314316  596.3 /ｵ /

58 食いしん坊のお弁当ダイアリー 雅姫・著 扶桑社 012314324  596.4 /ﾏ /

59 農業がわかると、社会のしくみが見えてくる 生源寺 眞一・著 家の光協会 012314605  611 /ｼ /

60 変わる!農業金融 中里 幸聖・著 日刊工業新聞社012314597  611.5 /ﾅ /

61 カラー図鑑ハーブの秘密 ジル　デイヴィーズ・著 西村書店 012314845  617.6 /ﾃﾞ/

62 リメ缶とグリーンのスタイリングブック たかはし ようこ・著 誠文堂新光社 012314340  627.9 /ﾀ /

63 60歳からも犬や猫と幸せにくらす本 犬と猫とシニアのくらしを考える会・著KADOKAWA 012314332  645.6 /ﾛ /

64 楽しい金魚の飼い方 長尾 桂介・監修 メイツ出版 012314357  666.9 /ﾀ /

65 クルマを捨ててこそ地方は甦る 藤井 聡・著 PHP研究所 012314662  685 /ﾌ /

66 トップも知らない星野リゾート 前田 はるみ・著 PHP研究所 012314738  689.8 /ﾏ /

67 全部やれ。 戸部田 誠・著 文藝春秋 012314860  699.6 /ﾄ /

68 もういちど訪ねる日本の美 上 小林 忠・監修 山川出版社 012314449  702.1 /ﾓ /1 

69 もういちど訪ねる日本の美 下 小林 忠・監修 山川出版社 012314456  702.1 /ﾓ /2 

70 西洋美術史 木村 泰司・著 ダイヤモンド社 012314936  702.3 /ｷ /

71 ゴッホのあしあと 原田 マハ・著 幻冬舎 012314183  723.3 /ｺﾞ/

72 刀剣と格付け 深井 雅海・著 吉川弘文館 012314365  756.6 /ﾌ /

73 君のいない世界 I.N.A.・著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス012314803  764.7 /ﾋ /

74 西郷どん 後編 NHK出版 012314373  778.8 /ｾ /2 

75 一発屋芸人列伝 山田ルイ53世・著 新潮社 012314381  779.1 /ﾔ /

76 吉田麻也レジリエンス-負けない力 吉田 麻也・著 ハーパーコリンズ・ジャパン012314399  783.4 /ﾖ /

77 ロシアW杯蹴球読本 文藝春秋 012314407  783.4 /ﾛ /

78 勝てる!理系なテニス 田中 信弥・著 東邦出版 012314753  783.5 /ﾀ /

79 野球の国から 日刊スポーツ新聞社・著ベースボール・マガジン社012314423  783.7 /ﾔ /

80 基礎から始めるスポーツクライミング 東京都山岳連盟・監修日本文芸社 012314415  786.1 /ｷ /

81 石牟礼道子 河出書房新社 012314126  910.2 /ｲ /

82 愛することば あなたへ 瀬戸内 寂聴・著 光文社 012314852  914.6 /ｾﾄ/

83 人間にとって病いとは何か 曽野 綾子・著 幻冬舎 012314191  914.6 /ｿﾉ/

84 旅先のオバケ 椎名 誠・著 集英社 012313821  915.6 /ｼｲ/

85 あたい、美人病になりました! いさやま もとこ・著 講談社 012314167  916 /ｲ /

86 「がん」をのりこえた人が気づく7つのこと 小原田 泰久・著 サンマーク出版 012314746  916 /ｵ /

87 新しい名字 エレナ　フェッランテ・著早川書房 012313904  973 /ﾌ /

88 怪しくて妖しくて 阿刀田 高・著 集英社 012313813  F /ｱﾄ/

89 くらげホテル 尾崎 英子・著 KADOKAWA 012314134  F /ｵｻﾞ /

90 がいなもん 松浦武四郎一代 河治 和香・著 小学館 012313839  F /ｶﾜ/

91 転生したら剣でした 5 棚架 ユウ・著 マイクロマガジン社012314639  F /ﾀﾅ/5 

92 正しい女たち 千早 茜・著 文藝春秋 012313870  F /ﾁﾊ/
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93 ディス・イズ・ザ・デイ 津村 記久子・著 朝日新聞出版 012313888  F /ﾂﾑ/

94 北条早雲 [5] 富樫 倫太郎・著 中央公論新社 012313854  F /ﾄｶﾞ /5 

95 〆太よ 原田 宗典・著 新潮社 012314142  F /ﾊﾗ/

96 エンディングドレス 蛭田 亜紗子・著 ポプラ社 012313896  F /ﾋﾙ/

97 オールドレンズの神のもとで 堀江 敏幸・著 文藝春秋 012313862  F /ﾎﾘ/

98 偽姉妹 山崎 ナオコーラ・著 中央公論新社 012313847  F /ﾔﾏ/

99 運命の番は獣人のようです 山梨 ネコ[著] アルファポリス 012314159  F /ﾔﾏ/

100 進化は万能である マット　リドレー・著 早川書房 012314092 B204 /ﾘ /

101 紀州のドン・ファン 野望篇 野崎 幸助[著] 講談社 012314688 B289.1 /ﾉ /

102 ビロウな話で恐縮です日記 三浦 しをん・著 新潮社 012314712 B915.6 /ﾐｳ/

103 空の幻像 アン　クリーヴス・著 東京創元社 012314241 B933.7 /ｸ /

104 要秘匿 カレン　クリーヴランド・著早川書房 012314084 B933.7 /ｸ /

105 欧州開戦 3 マーク　グリーニー・著 新潮社 012314225 B933.7 /ｸﾞ/3 

106 欧州開戦 4 マーク　グリーニー・著 新潮社 012314233 B933.7 /ｸﾞ/4 

107 女王陛下の航宙艦 2 クリストファー　ナトール・著早川書房 012314068 B933.7 /ﾅ /2 

108 死後開封のこと 上 リアーン　モリアーティ・著東京創元社 012314258 B933.7 /ﾓ /1 

109 死後開封のこと 下 リアーン　モリアーティ・著東京創元社 012314266 B933.7 /ﾓ /2 

110 賢者の怖れ 2 パトリック　ロスファス・著早川書房 012314100 B933.7 /ﾛ /2 

111 宇宙ゾンビ目覚める エルンスト　ヴルチェク・著早川書房 012314076 B943.7 /ﾌﾞ/

112 機巧のイヴ [2] 乾 緑郎・著 新潮社 012314209 BF /ｲﾇ/2 

113 イメコン 遠藤 彩見・著 東京創元社 012314217 BF /ｴﾝ/

114 帆を上げて 倉阪 鬼一郎・著 徳間書店 012314928 BF /ｸﾗ/

115 幽冥食堂「あおやぎ亭」の交遊録 [2] 篠原 美季[著] 講談社 012314043 BF /ｼﾉ/2 

116 日本SF傑作選 6 日下 三蔵・編 早川書房 012314118 BF /ﾆﾎ/6 

117 ダ・ヴィンチと僕の時間旅行 花夜 光[著] 講談社 012314050 BF /ﾊﾅ/

118 後宮瑞華伝 はるおか りの・著 集英社 012314035 BF /ﾊﾙ/

119 いちばんたのしい!なぞなぞ大集合 小野寺 ぴりり紳・著 高橋書店 021292628  031 /ｵ /

120 身近なものでできる自由研究かんたんじてん 成美堂出版編集部・編成美堂出版 021292610  407 /ﾐ /

121 目に見えない微生物の世界 エレーヌ　ラッジカク・著河出書房新社 021292685  465 /ﾗ /

122 ざんねんないきもの事典 続々 今泉 忠明・監修 高橋書店 021292636  480 /ｻﾞ/3 

123 おたんじょうびおめでとう!子パンダシャンシャン成長日記 徳間書店児童書編集部・編徳間書店 220271670  489 /ｵ /

124 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合 光昭・文　写真文溪堂 021292693  645 /ｲ /

125 小説アニメカードキャプターさくら クリアカード編2CLAMP・原作 講談社 021292677  913 /ｱ /

126 疾風の女子マネ! まはら 三桃・著 小学館 021292701  913 /ﾏ /

127 マネキンさんがきた 村中 李衣・作 BL出版 220271639  913 /ﾑ /

128 ホイホイとフムフム マージョリー　ワインマン　シャーマット・文ほるぷ出版 220271662  933 /ｼ /

129 ケンタウロスのポロス ロベルト　ピウミーニ・作岩波書店 220271654  973 /ﾋﾟ/

130 あーちゃんちはパンやさん ねじめ正一・作 福音館書店 220271811  E /ｲ /

131 だいすきセレスティア 池谷陽子・さく 福音館書店 220271837  E /ｲ /

132 あーちゃんちはパンやさん ねじめ正一・作 福音館書店 220271803  E /ｲ /

133 だいすきセレスティア 池谷陽子・さく 福音館書店 220271852  E /ｲ /

134 はつめいだいすき ピップ　ジョーンズ・ぶんBL出版 220271753  E /ｵ /

135 ごんげさま 柳田 国男・原作 汐文社 021292669  E /ｶ /

136 にじさんにじさんどこいった かわかみ たかこ・作 ほるぷ出版 220271688  E /ｶ /

137 ちっちゃいおおきいおんなのこ クレア　キーン・さく ほるぷ出版 220271704  E /ｷ /

138 みてみて！ 谷川俊太郎・ことば 福音館書店 220271787  E /ｺ /
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139 みてみて！ 谷川俊太郎・ことば 福音館書店 220271779  E /ｺ /

140 おしりどろぼう 陣崎 草子・作 くもん出版 021292735  E /ｼﾞ/

141 ねるじかん 鈴木 のりたけ・作　絵アリス館 021292719  E /ｽ /

142 フェルムはまほうつかい スギヤマ カナヨ・文　絵小学館 021292743  E /ｽ /

143 ちょうちょのためにドアをあけよう ルース　クラウス・文 岩波書店 220271647  E /ｾ /

144 アザハタ王と海底城 高久 至・しゃしん アリス館 021292651  E /ﾀ /

145 どろにんげん 長新太・さく 福音館書店 220271845  E /ﾁ /

146 どろにんげん 長新太・さく 福音館書店 220271878  E /ﾁ /

147 どろにんげん 長新太・さく 福音館書店 220271860  E /ﾁ /

148 おっちゃん山 椎名 誠・さく 新日本出版社 021292750  E /ﾂ /

149 ゆっくりくまさん 森比左志・さく 福音館書店 220272108  E /ﾆ /

150 ゆっくりくまさん 森比左志・さく 福音館書店 220272116  E /ﾆ /

151 とんがりぼうしのオシップ アンネマリー　ファン　ハーリンゲン・作BL出版 220271746  E /ﾊ /

152 にちようびのぼうけん! はた こうしろう・作 ほるぷ出版 220271696  E /ﾊ /

153 ぼくらはいけのカエル まつおか たつひで・さくほるぷ出版 220271712  E /ﾏ /

154 てっちゃんのたんじょうび 丸木ひさ子・さく 福音館書店 220272074  E /ﾏ /

155 てっちゃんのたんじょうび 丸木ひさ子・さく 福音館書店 220272082  E /ﾏ /

156 クルトンさんとはるのどうぶつたち 宮島千夏・さく 福音館書店 220271894  E /ﾐ /

157 クルトンさんとはるのどうぶつたち 宮島千夏・さく 福音館書店 220271902  E /ﾐ /

158 しんごうきょうだいのにちようび もとやす けいじ・作　絵絵本塾出版 021292727  E /ﾓ /

159 ゆうちゃんのたこやきパーティ 山田ゆみ子・さく 福音館書店 220271928  E /ﾔ /

160 ゆうちゃんのたこやきパーティ 山田ゆみ子・さく 福音館書店 220271936  E /ﾔ /

161 七人のシメオン 田中 友子・文 BL出版 220271738  E3/ｵ /

162 こんにちは、キリンのあかちゃん 公文 健太郎・写真 ほるぷ出版 220271720  E4/ｸ /

163 10才のころ、ぼくは考えた。 下西 風澄・文 福音館書店 220271613 Z114 /ｼ /

164 しりとり 安野 光雅・さく え 福音館書店 220271597 ZE /ｱ /18-6

165 しんやくんのマラカス 石川 えりこ・さく 福音館書店 220271589 ZE /ｲ /18-6

166 かんらんしゃにのったよ 安江 リエ・ぶん 福音館書店 220271605 ZE /ｻ /18-6

167 たまごとにわとり 棚橋 亜左子・さく 福音館書店 220271621 ZE /ﾀ /18-6

168 なかよしだあれ みやまつ ともみ・さく 福音館書店 220271563 ZE /ﾐ /18-6

169 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう・さく福音館書店 220271571 ZE /ﾔ /18-6

171 あーちゃんちはパンやさん ねじめ正一・作 福音館書店 220271795  E /ｲ /

172 だいすきセレスティア 池谷陽子・さく 福音館書店 220271829  E /ｲ /

173 みてみて！ 谷川俊太郎・ことば 福音館書店 220271761  E /ｺ /

174 ゆっくりくまさん 森比左志・さく 福音館書店 220272090  E /ﾆ /

175 てっちゃんのたんじょうび 丸木ひさ子・さく 福音館書店 220272066  E /ﾏ /

176 クルトンさんとはるのどうぶつたち 宮島千夏・さく 福音館書店 220271886  E /ﾐ /

177 ゆうちゃんのたこやきパーティ 山田ゆみ子・さく 福音館書店 220271910  E /ﾔ /


