
一　　般

請求記号 書　　　　　　　　名 編著監修画者名等 出版社

1 007.6 はかどる神ｉＰａｄ 平岡　雄太 マガジンハウス

2 019.9 素敵な人になるための読書案内。 ＆Ｂｏｏｋｓ マガジンハウス

3 024.0 一万円選書 岩田 徹 ポプラ社

4 159 今さら聞けない時間の超基本 二間瀬 敏史・吉武 麻子 朝日新聞出版

5 193.1 旧約聖書人物図鑑 山我　哲雄 東京書店

6 209 漫画サピエンス全史 文明の正体編 ﾕｳﾞｧﾙ ﾉｱ ﾊﾗﾘ ほか 河出書房新社

7 209.7 60年前と現在の世界地図くらべて楽しむ地図帳 関　眞興 山川出版社

8 210.6 大正ロマン手帖 石川　桂子 河出書房新社

9 291 地図でスッと頭に入る47都道府県 なるほど知図帳編集部 昭文社

10 335.1 Invent & Water ジェフ ベゾス・関　美和 ダイヤモンド社

11 336.2 本当に使える業務マニュアル作成のルール 森田　圭美・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｽｻﾎﾟｰﾄ 同文舘出版

12 336.4 職場のめんどくさい人から自分を守る心理学 井上　智介 日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ

13 361.4 人は聞き方が9割 永松　茂久 すばる舎

14 367.5
自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話から
見えた生きづらさと男らしさのこと

清田　隆之 扶桑社

15 369.2 高齢親への言葉がけシーン別実例53 柳本 文貴 つちや書店

16 375.2 校則改革 河崎 仁志・斉藤ひでみ・内田良 東洋館出版社

17 378.8
ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手
に勉強するための本

安田　祐輔 翔泳社

18 388.0 昔話・伝説を知る事典 野村 純一　ほか アーツアンドクラフツ

19 388.1 日本の鬼図鑑 八木　透 青幻舎

20 491.3 うちのネコ、ボクの目玉を食べちゃうの？ ｹｲﾄﾘﾝ ﾄﾞｰﾃｨ・十倉　実佳子 化学同人

21 493.7 発達障害サバイバルガイド 借金玉 ダイヤモンド社

22 493.7 敏感すぎるあなたが生きやすくなるヒント ﾃﾞﾎﾞﾗ･ﾜｰﾄﾞ・ 井口 景子 CCCメディアハウス

23 495.1 いちばん親切な更年期の教科書 高尾　美穂 世界文化ブックス

24 498.3 精神科医が教えるストレスフリー超大全 樺沢　紫苑 ダイヤモンド社

25 501.6 脱炭素革命への挑戦 堅達　京子・ＮＨＫ取材班 山と渓谷社

26 594 ＰＵＩＰＵＩモルカーのプイプイハンドメイド 主婦と生活社

27 595 美しくなりたいあなたへ ﾊﾞｰﾊﾞﾗ ｴﾅﾝﾃﾞﾙ ほか 埼玉福祉会

28 596 エダモンの今日から子どもおかず名人 枝元　なほみ 白泉社

29 596 疲れないからだになる鉄分ごはん ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ・蓮池桂子 家の光協会

30 612.1 農業のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 窪田　新之助・山口　亮子 技術評論社

31 627 日本潮風の花スタートＢＯＯＫ 栃の葉書房

32 675 行列顧客ができる、利益を生み出す統計学マーケティング 三宅 康雄 日本橋出版・星雲社(発売)

33 699.4 筑紫哲也『ＮＥＷＳ23』とその時代 金平　茂紀 講談社

34 702.4 アフリカからアートを売り込む 柳沢　史明　ほか 水声社

35 704 街場の芸術論 内田　樹 青幻舎
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36 726.1 夜明けの図書館 埜納　タオ 双葉社

37 726.1 夜明けの図書館　2 埜納　タオ 双葉社

38 726.1 夜明けの図書館　3 埜納　タオ 双葉社

39 726.1 夜明けの図書館　4 埜納　タオ 双葉社

40 726.1 夜明けの図書館　5 埜納　タオ 双葉社

41 726.1 夜明けの図書館　6 埜納　タオ 双葉社

42 726.1 夜明けの図書館　7 埜納　タオ 双葉社

43 860 基礎からレッスンはじめてのスペイン語 本橋　祈 ナツメ社

44 880 基礎からレッスンはじめてのロシア語 柚木　かおり ナツメ社

45 913.6 黒白 上巻 池波　正太郎 新潮社

46 913.6 黒白 下巻 池波　正太郎 新潮社

47 913.6 かか 宇佐見　りん 河出書房新社

48 913.6 マンモスの抜け殻 相場　英雄 文藝春秋

49 913.6 警官の道 呉　勝浩　ほか KADOKAWA

50 913.6 偽装同盟 佐々木　譲 集英社

51 913.6 おわかれはモーツァルト 中山　七里 宝島社

52 913.6 葛藤 文縞　絵斗 講談社

53 913.6 夏草の賦　1 司馬　遼太郎 埼玉福祉会

54 913.6 夏草の賦　2 司馬　遼太郎 埼玉福祉会

55 913.6 夏草の賦　3 司馬　遼太郎 埼玉福祉会

56 913.6 夏草の賦　4 司馬　遼太郎 埼玉福祉会

56

児童書

請求記号 書名 編著監修者等 出版社

1 289 北条　義時 加来　耕三　ほか ポプラ社

2 333 小学生からのＳＤＧｓ 深井　宣光・伊藤ハムスター KADOKAWA

3 500 くらしの中のきほんのしくみ しおうら しんたろう ポトス出版

4 750 モンテッソーリ式ドリルこうさく　1 松浦　公紀 幻冬舎

5 750 モンテッソーリ式ドリルこうさく　2 松浦　公紀 幻冬舎

6 814 きもちのことばじてん 青木　伸生 チャイルド本社

7 913 ふしぎな声のする町で ほしお　さなえ・くまおり 純 徳間書店

8 933 プーさんの戦争 ﾘﾝｼﾞｰ ﾏﾃｨｯｸ　ほか 評論社

9 Ｅ スサノオ 飯野　和好 パイインターナショナル

10 Ｅ 眼鏡会議 菊野　葉子 文芸社

11 Ｅ まどから★おくりもの 五味　太郎 偕成社

12 Ｅ かべのすきま 中西　翠文・澤野　秋文 アリス館

13 Ｅ くすのきだんちはゆきのなか 武鹿　悦子・末崎　茂樹 ひかりのくに

14 Ｅ だれかさんのかたっぽてぶくろ すずき　みほ ほるぷ出版



令和3年度 2月図書新着リスト

15 Ｅ サチコさんのドレス 桜木　紫乃・そら 北海道新聞社

16 Ｅ ピカチュウとはじめてのともだち まつお　りかこ・小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ企画 小学館

17 Ｅ 山の上に貝がらがあるのはなぜ？ アレックス ノゲス　ほか 地質学

18 Ｅ トゲトゲくんはね、 ｸｫﾝｼﾞｬｷﾞｮﾝ　ほか

19 Ｅ アーヤと魔女 ﾀﾞｲｱﾅ ｳｨﾝ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ　ほか 徳間書店

20 Ｅ せかいでいちばんのばしょ ﾍﾟﾄﾙ ﾎﾗﾁｪｯｸ・いわじょう よしひと ＢＬ出版

21 Ｅ ちきゅうのための1じかん ﾅﾍｯﾄ ﾍﾌｧｰﾅﾝ　ほか 評論社

22 Ｅ しーっ！みみをすまして ﾆｺﾗ ｷﾆｱ・くぼ みよこ 化学同人

23 Ｅ ゆうきをだしてよ、ローガン！ ﾆｺﾗ ｷﾆｱ・くぼ みよこ 化学同人

24 818 方言ずかん 篠崎　晃一ほか ほるぷ出版

25 R375 自分で見つける！社会の課題　1　環境を守る NHK「ﾄﾞｽﾙｺｽﾙ」制作班・田村学 ＮＨＫ出版

26 R375 自分で見つける！社会の課題　2　地域とつながる NHK「ﾄﾞｽﾙｺｽﾙ」制作班・田村学 ＮＨＫ出版

27 R375 自分で見つける！社会の課題　3　みんなと生きる NHK「ﾄﾞｽﾙｺｽﾙ」制作班・田村学 ＮＨＫ出版

28 R493 感染症と人類の歴史　1 移動と広がり おおつか のりこ　ほか 文研出版

29 R493 感染症と人類の歴史　2 治療と医療 おおつか のりこ　ほか 文研出版

30 R493 感染症と人類の歴史　3 公衆衛生 おおつか のりこ　ほか 文研出版

30

ヤング

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 Y364.3 社会保険労務士になるには 池田　直子 ぺりかん社

2 Y778.7 アニメ業界で働く 小杉　眞奇 ほか ぺりかん社

2

郷　　土

請求記号 書名 編著監修者名 出版社

1 K147.6 琉球奇譚 イチジャマの飛び交う家 小原　猛 竹書房

2 K521.8 首里城　象徴になるまで 沖縄タイムス首里城取材班 沖縄タイムス社

3 K913.6 真夜中のマリオネット 知念　実希人 集英社

3

合　　計 91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。


