
令和３年度 １2月図書新着リスト

一般
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 007.3 いますぐ使えるかんたんYoutube投稿＆集客完全ガイドブック リンクアップ 著 技術評論社

2 007.6 大きな字でわかりやすいパソコン入門 ウインドウズ10対応版 AYURA 著 技術評論社

3 007.6 いちばんやさしいパソコン超入門 リブロワークス 著 SBクリエイティブ

4 019.1 死ぬほど読めて忘れない高速読書 上岡正明 著 アスコム

5 159 LIFE SHIFT2　100年時代の行動戦略 アンドリュー・スコット著 東洋経済新報社

6 159.4 TIME SMART お金と時間の科学 アシュリー・ウィランズ 著 東洋経済新報社

7 290.9 世界のすごい巨像 地球の歩き方編集室 編 学研プラス

8 290.9 世界のすごい城と宮殿333 地球の歩き方編集室 編 学研プラス

9 312.5 約束の地 上 バラク・オバマ 著 集英社

10 312.5 約束の地 下 バラク・オバマ 著 集英社

11 319.8 池上彰の君と考える戦争のない未来 池上彰 著 理論社

12 366.4 給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋創 監修 日東書院本社

13 367.7 人生のやめどき 樋口恵子、上野千鶴子 著 マガジンハウス

14 369.2 写真とイラストですぐわかる！安全・やさしい介護術 橋本正明 監修 西東社

15 369.3 スマホで防災 宮下由多加 著 ジャムハウス

16 379.9 子どもの長所を伸ばす5つの習慣 石田勝紀 著 集英社

17 379.9 最新の脳研究でわかった！自律する子の育て方 工藤勇一、青砥瑞人 著 SBクリエイティブ

18 458.2 素敵な石ころの見つけ方 渡辺一夫 著 中央公論新社

19 489.5 ニホンカワウソは生きている 宗像充 著 旬報社

20 492.1 なるほどなっとく！臨床検査 浅野嘉延 著 南山堂

21 494.7 指先の変形と痛みを食い止める 高橋嗣明 監修 宝島社

22 498.1 思いやる心は傷つきやすい パンデミックの中の感情労働 武井麻子 著 創元社

23 523 絵本のようにめくる建築の物語 田所辰之助 監修 昭文社

24 527.1 すごい平屋 エクスナレッジ

25 590.4 大切なこと 穏やかに暮らすための48の工夫と心がけ 内田彩仍 著 PHPエディターズグループ

26 590.4 やめてみた わたなべぽん 著 幻冬舎

27 590.4 もっと、やめてみた わたなべぽん 著 幻冬舎

28 593.3 こども服をお繕い レヴィ奈美 著 内外出版社

29 594.3 かわいいマスクカバー アップルミンツ

30 594.3 輪針の本 輪に編む、平らに編む テクニック＆小物 河合真弓 著 朝日新聞出版

31 596 10年かかって地味ごはん。 和田明日香 著 主婦の友社

32 596.3 藤井恵の毎日大豆 藤井恵 著 主婦の友社

33 625 おいしい果樹の育て方 野田勝司 監修 西東社

34 675.1 素晴らしきお菓子缶の世界 中田ぷう 著 光文社

35 693.8 風景印ミュージアム 古沢保 著 G.B.

36 787.1 釣り糸の結び「完全」トリセツ つり人書籍編集部 編 つり人社

37 789.5 はじめよう弓道 原田隆次 著 ベースボールマガジン社

38 816 日本語文章チェック事典 石黒圭 編著 東京堂出版



39 913.6 待ち伏せ 池波正太郎 著 新潮社

40 913.6 春の嵐 池波正太郎 著 新潮社

41 913.6 勝負 池波正太郎 著 新潮社

42 913.6 十番斬り 池波正太郎 著 新潮社

43 913.6 波紋 池波正太郎 著 新潮社

44 913.6 暗殺者 池波正太郎 著 新潮社

45 913.6 逃げる女 青木俊 著 小学館

46 913.6 民王 シベリアの陰謀 池井戸潤 著 KADOKAWA

47 913.6 ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎 著 朝日新聞出版

48 913.6 さよならも言えないうちに 川口俊和 著 サンマーク出版

49 913.6 砂に埋もれる犬 桐野夏生 著 朝日新聞出版

50 913.6 ボーダーライト 今野敏 著 小学館

51 913.6 輝山 澤田瞳子 著 徳間書店

52 913.6 元彼の遺言状 新川帆立 著 宝島社

53 913.6 倒産続きの彼女 新川帆立 著 宝島社

54 913.6 夜が明ける 西加奈子 著 新潮社

55 913.6 星を掬う 町田そのこ 著 中央公論新社

56 913.6 N 道尾秀介 著 集英社

57 913.6 ミカエルの鼓動 柚月裕子 著 文藝春秋

57

児童書
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 404 どっちが強い!? Ｘ　4 透明恐竜あらわる！ エアーチーム まんが KADOKAWA

2 404 どっちが強い!? Ｘ　5 未知なる恐竜、大集合 エアーチーム まんが KADOKAWA

3 480 水族館のサバイバル 1 ゴムドリco. 文 朝日新聞出版

4 480 水族館のサバイバル 2 ゴムドリco. 文 朝日新聞出版

5 493 アレルギーのサバイバル 2 ゴムドリco. 文 朝日新聞出版

6 539 原子力のサバイバル 2 ゴムドリco. 文 朝日新聞出版

7 513 あつまれ！はたらくじどうしゃ 関口猪一郎 ぶん・え 小峰書店

8 727 C・SCHOOLかわいい文字＆イラストBOOK 朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版

9 913 王様ゲーム 再生9.19-1 金沢伸明 著 双葉社

10 913 王様ゲーム 再生9.19-2 金沢伸明 著 双葉社

11 913 こまったさんのシチュー 寺村輝夫 作 あかね書房

12 E せんろはつづくにほんいっしゅう 鈴木まもる 文・絵 金の星社

13 E この世界の片隅に こうの史代 原作 徳間書店

14 E オニガシマラソン トロル さく・え 教育画劇

15 E たいこのすきな赤鬼 松谷みよ子 作 にっけん教育出版社

16 E チョコのたね Gama　作・絵 フレーベル館

17 E こねこのチョコレート B.K.ウィルソン 作 こぐま社

18 E おしり 三浦太郎 作 講談社

19 E じゃあじゃあびりびり まついのりこ さく 偕成社

20 E ぼくがあのこをきらいなわけ 礒みゆき 作・絵 ポプラ社



21 E おかあさんどこいったの？ レベッカ・コッブ ぶん・え ポプラ社

22 E ことりのおそうしき マーガレット・ワイズ・ブラウン 文 あすなろ書房

23 E リトルレッド ベサン・ウルヴィン 作 文化学園文化出版局

23

ヤング
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y327.4 弁護士になるには 飯島一孝 著 ぺりかん社

1

郷土
請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 596.0 沖縄島探訪 沖縄島料理 岡本尚 監修、たまきまさみ文 TWO VIRGINS

2 E あだんのぼうけん ほんまわか さく、え 沖縄タイムス社

2

レファレンス本

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 R780.6 東京2020オリンピック公式記録集 KADOKAWA

1

合計 84冊

※資料によっては品切や納品遅れ等もございますのでご了承ください。


