
No. 　　　　　 　書名 　　 著者名 出版社名 請求記号
1 世界で読み継がれる子どもの本100 コリン・ソルター／著 原書房 019.5 ｿ

2 小学生なら1秒で答える!大人を悩ますクイズ 知的生活追跡班／編 青春出版社 031.7 ｼ

3 本能寺の変 信長の誤算 井上　慶雪／著 祥伝社 210.4 ｲ

4 くにペディア 2021▷22年版 箭内　克寿／著 みらいパブリッシング 290 ﾔ 21

5 そこにある山 角幡　唯介／著 中央公論新社 290.9 ｶ

6 旅ボン 台湾・台北編 ボンボヤージュ／著 主婦と生活社 290.9 ﾎﾞ

7 東京半日さんぽ 清野　博／著 昭文社 A 291.3 ｾ

8 シリアで猫を救う アラー・アルジャリール／著 講談社 302.2 ｱ

9 エクソダス 村山　祐介／著 新潮社 334.4 ﾑ

10 業務改善の問題地図 沢渡　あまね／著 技術評論社 336.2 ｻ

11 女のお悩み動物園 ジェーン・スー／著 小学館 367.2 ｼﾞ

12 女子少年院の少女たち 中村　すえこ／著 さくら舎 368.7 ﾅ

13 認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション 尾渡　順子／著 講談社 369.2 ｵ

14 カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ! てぃ先生／著 ダイヤモンド社 379.9 ﾃ

15 47都道府県知っておきたい気象・気象災害がわかる事典 三隅　良平／著 ベレ出版 451.9 ﾐ

16 リモート診療 岡田　定／著 主婦の友社 498.3 ｵ

17 カリスマ内科医と組み立てるDIY健康大全 久保　明／著 晶文社 498.3 ｸ

18 世界最新の医療データが示す最強の食事術 満尾　正／著 小学館 498.58 ﾐ

19 シニア世代の食材冷凍術 本多　京子／著 講談社 498.59 ﾎ

20 建て主たちのクレーム事典 日経ホームビルダー／編 日経BP 520.9 ﾀ

21 図解まるわかり5Gのしくみ 飯盛　英二／著 翔泳社 547.5 ｽﾞ

22 イチバン親切な手ぬいの教科書 高橋　恵美子／著 新星出版社 _G 593.3 ﾀ

23 男の子にも女の子にも似合う服 高島　まりえ／著 日本ヴォーグ社 _G 593.3 ﾀ

24 おしゃれでつけ心地がよい決定版・手作り布マスク 主婦の友社 _B 594 ｵ

25 いい白髪ケア、やばい白髪ケア 伊熊　奈美／著 小学館 595.4 ｲ

26 選び放題!鍋レシピ250 主婦の友社／編 主婦の友社 596 ｴ

27 誰も教えなくなった、料理きほんのき 鈴木　登紀子／著 小学館 596 ｽ

28 志麻さん式定番家族ごはん タサン志麻／著 日経BP 596 ﾀ

29 家族でごはん12か月 野口　真紀／著 新星出版社 596 ﾉ

30 つくおきthe BEST nozomi／著 光文社 596 ﾉ

31 野菜たっぷり大量消費レシピ304 阪下　千恵／著 新星出版社 596.3 ｻ

32 きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料理 堤　人美／著 朝日新聞出版 _O 596.4 ﾂ

33 美術の経済 小川　敦生／著 インプレス 706.7 ｵ

34 くらべて楽しむ西洋絵画 岡部　昌幸／監修 成美堂出版 723 ｸ

35 もっと知りたいやきもの 柏木　麻里／著 東京美術 751.1 ｶ

36 色の楽しみ 暮らしの図鑑編集部／編 翔泳社 757.3 ｲ

37 シューマンとその時代 アルンフリート・エードラー／著 西村書店 762.3 ｼ

38 楽器の歴史 佐伯　茂樹／著 河出書房新社 763 ｻ

39 水のように 浪花　千栄子／著 朝日新聞出版 778.2 ﾅ

40 DVDでわかる!部活で差がつく!柔道必勝のコツ50 大森　淳司／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 789.2 ﾃﾞ

41 一人で強くなる囲碁入門 石倉　昇／著 日本文芸社 795 ｲ

42 声が通らない! 新保　信長／著 文藝春秋 809.2 ｼ

43 語感力事典 山口　謠司／著 笠間書院 811.1 ﾔ

44 競馬にみる日本文化 石川　肇／著 法藏館 _V 910.2 ｲｼｶ

45 はじめまして現代川柳 小池　正博／編著 書肆侃侃房 911.4 ﾊｼﾒ

美浦村中央公民館図書室

一 般 図 書　実 用 書

●スマホ・携帯の方はこちら

２０２０年１２月　No. ３８１号

インターネットからも所蔵情報がわかります。

今回のご案内は、１０月２３日～１１月１９日に入った本です。

●パソコンの方はこちら
https://www.lics-saas.nexs-

service.jp/miholib/webopac/index.do新着図書案内
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No. 　　　　　　 書名  著者名 出版社名 請求記号
1 建築史探偵の事件簿 蒼井　碧／著 宝島社 913.6 ｱｵｲ

2 江戸染まぬ 青山　文平／著 文藝春秋 913.6 ｱｵﾔ

3 みがわり 青山　七恵／著 幻冬舎 913.6 ｱｵﾔ

4 賢者の棘 麻見　和史／著 講談社 913.6 ｱｻﾐ

5 乱都 天野　純希／著 文藝春秋 913.6 ｱﾏﾉ

6 命の砦 五十嵐　貴久／著 祥伝社 913.6 ｲｶﾗ

7 揺籠のアディポクル 市川　憂人／著 講談社 913.6 ｲﾁｶ

8 夢七日 夜を昼の國 いとう　せいこう／著 文藝春秋 913.6 ｲﾄｳ

9 壺の中にはなにもない 戌井　昭人／著 NHK出版 913.6 ｲﾇｲ

10 龍神の子どもたち 乾　ルカ／著 祥伝社 913.6 ｲﾇｲ

11 犬がいた季節 伊吹　有喜／著 双葉社 913.6 ｲﾌｷ

12 八月の銀の雪 伊与原　新／著 新潮社 913.6 ｲﾖﾊ

13 影に対して 遠藤　周作／著 新潮社 913.6 ｴﾝﾄ

14 もしかしてひょっとして 大崎　梢／著 光文社 913.6 ｵｵｻ

15 彼らは世界にはなればなれに立っている 太田　愛／著 KADOKAWA 913.6 ｵｵﾀ

16 小説牡丹灯籠 大橋　崇行／著 二見書房 913.6 ｵｵﾊ

17 首イラズ 岡田　秀文／著 光文社 913.6 ｵｶﾀ

18 とわの庭 小川　糸／著 新潮社 913.6 ｵｶﾜ

19 白野真澄はしょうがない 奥田　亜希子／著 東京創元社 913.6 ｵｸﾀ

20 ヒゲとナプキン 杉山　文野／原案 小学館 913.6 ｵﾄﾀ

21 百年の轍 織江　耕太郎／著 書肆侃侃房 913.6 ｵﾘｴ

22 鳩護 (はともり) 河崎　秋子／著 徳間書店 913.6 ｶﾜｻ

23 ニッポンチ! 河治　和香／著 小学館 913.6 ｶﾜｼ

24 小麦の法廷 木内　一裕／著 講談社 913.6 ｷｳﾁ

25 浅草迄 北野　武／著 河出書房新社 913.6 ｷﾀﾉ

26 ふたり、この夜と息をして 北原　一／著 ポプラ社 913.6 ｷﾀﾊ

27 戀童夢幻 木下　昌輝／著 新潮社 913.6 ｷﾉｼ

28 善医の罪 久坂部　羊／著 文藝春秋 913.6 ｸｻｶ

29 死の扉 小杉　健治／著 双葉社 913.6 ｺｽｷ

30 絶局 坂岡　真／著 小学館 913.6 ｻｶｵ

31 アンと愛情 坂木　司／著 光文社 913.6 ｻｶｷ

32 相剋 (越境捜査 8) 笹本　稜平／著 双葉社 913.6 ｻｻﾓ

33 いつの空にも星が出ていた 佐藤　多佳子／著 講談社 913.6 ｻﾄｳ

34 伊達女 佐藤　巖太郎／著 PHP研究所 913.6 ｻﾄｳ

35 アウターQ 澤村　伊智／著 祥伝社 913.6 ｻﾜﾑ

36 質草女房 渋谷　雅一／著 角川春樹事務所 913.6 ｼﾌﾔ

37 サード・キッチン 白尾　悠／著 河出書房新社 913.6 ｼﾗｵ

38 動物警察24時 新堂　冬樹／著 光文社 913.6 ｼﾝﾄ

39 この気持ちもいつか忘れる 住野　よる／著 新潮社 913.6 ｽﾐﾉ

40 夜明けのすべて 瀬尾　まいこ／著 水鈴社 913.6 ｾｵﾏ

41 化け者心中 蟬谷　めぐ実／著 KADOKAWA 913.6 ｾﾐﾀ

42 完全犯罪の恋 田中　慎弥／著 講談社 913.6 ﾀﾅｶ

43 世界から守ってくれる世界 塚本　はつ歌／著 産業編集センター 913.6 ﾂｶﾓ

44 ゴミ箱診療科のミステリー・カルテ 津田　彷徨／著 星海社 913.6 ﾂﾀﾎ

45 コーチ 堂場　瞬一／著 東京創元社 913.6 ﾄｳﾊ

46 サラと魔女とハーブの庭 七月　隆文／著 宝島社 913.6 ﾅﾅﾂ

47 くちばみ 花村　萬月／著 小学館 913.6 ﾊﾅﾑ

48 そして、海の泡になる 葉真中　顕／著 朝日新聞出版 913.6 ﾊﾏﾅ

49 谷根千ミステリ散歩 東川　篤哉／著 KADOKAWA 913.6 ﾋｶｼ

50 エターナル 日野　草／著 実業之日本社 913.6 ﾋﾉｿ

51 #ある朝殺人犯になっていた 藤井　清美／著 U-NEXT 913.6 ﾌｼｲ

52 きのうのオレンジ 藤岡　陽子／著 集英社 913.6 ﾌｼｵ

53 だまされ屋さん 星野　智幸／著 中央公論新社 913.6 ﾎｼﾉ

54 ふたりでちょうど200% 町屋　良平／著 河出書房新社 913.6 ﾏﾁﾔ

55 その果てを知らず 眉村　卓／著 講談社 913.6 ﾏﾕﾑ

56 霊能者たち 嶺里　俊介／著 光文社 913.6 ﾐﾈｻ

57 馬鹿と噓の弓 森　博嗣／著 講談社 913.6 ﾓﾘﾋ

58 されど家族、あらがえど家族、だから家族は 山田　佳奈／著 双葉社 913.6 ﾔﾏﾀ

59 湖の女たち 吉田　修一／著 新潮社 913.6 ﾖｼﾀ

60 MEMORY 吉田　恭教／著 南雲堂 913.6 ﾖｼﾀ

一 般 図 書　小 説　エッセイ ルポタージュ
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No. 　　　　　　 書名  著者名 出版社名 請求記号
61 吹上奇譚 第3話 吉本　ばなな／著 幻冬舎 913.6 ﾖｼﾓ 3

62 われ清盛にあらず 若木　未生／著 祥伝社 913.6 ﾜｶｷ

63 りん語録 谷村　志穂／著 集英社 914.6 ﾀﾆﾑ

64 今日の人生 2 益田　ミリ／著 ミシマ社 914.6 ﾏｽﾀ 2

65 世間とズレちゃうのはしょうがない 養老　孟司／著 PHP研究所 914.6 ﾖｳﾛ

66 またいつか歩きたい町 森　まゆみ／著 新潮社 915.6 ﾓﾘﾏ

67 しくじり家族 五十嵐　大／著 CCCメディアハウス 916 ｲｶﾗ

68 サバイバル家族 服部　文祥／著 中央公論新社 916 ﾊｯﾄ

69 毒親と絶縁する 古谷　経衡／著 集英社 916 ﾌﾙﾔ

70 カフェ・シェヘラザード アーノルド・ゼイブル／著 共和国 933.7 ｾｲﾌ

71 海と山のオムレツ カルミネ・アバーテ／著 新潮社 973 ｱﾊﾃ

No. 　　　　　　 書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 嫉妬の正体 谷沢　永一／著 祥伝社 141.6 ﾀ

2 息子のトリセツ 黒川　伊保子／著 扶桑社 143.6 ｸ

3 人新世の「資本論」 斎藤　幸平／著 集英社 331.6 ｻ

4 ルポ入管 平野　雄吾／著 筑摩書房 329.9 ﾋ

No. 　　　　　　 書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 字が汚い! 新保　信長／著 文藝春秋 B 728.9 ｼ

2 下町やぶさか診療所 [2] 池永　陽／著 集英社 B 913.6 ｲｹﾅ 2

3 鋳物屋なんでもつくれます 上野　歩／著 小学館 B 913.6 ｳｴﾉ

4 みつばの郵便屋さん [6] 小野寺　史宜／著 ポプラ社 B 913.6 ｵﾉﾃ 6

5 京都伏見のあやかし甘味帖 [6] 柏　てん／著 宝島社 B 913.6 ｶｼﾜ 6

6 わるじい慈剣帖 4 風野　真知雄／著 双葉社 B 913.6 ｶｾﾉ 4

7 警視庁レッドリスト 加藤　実秋／著 小学館 B 913.6 ｶﾄｳ

8 奇病 (蘭方医・宇津木新吾 12) 小杉　健治／著 双葉社 B 913.6 ｺｽｷ

9 白菊の声 (風烈廻り与力・青柳剣一郎 51) 小杉　健治／著 祥伝社 B 913.6 ｺｽｷ

10 鯖断ち (はぐれ又兵衛例繰控 2) 坂岡　真／著 双葉社 B 913.6 ｻｶｵ

11 新・浪人若さま新見左近 6 佐々木　裕一／著 双葉社 B 913.6 ｻｻｷ 6

12 くもの頭領 (公家武者信平 9) 佐々木　裕一／著 講談社 B 913.6 ｻｻｷ

13 迷い熊笑う (長屋道場騒動記 8) 芝村　凉也／著 双葉社 B 913.6 ｼﾊﾑ

14 古傷痕 (新・知らぬが半兵衛手控帖 11) 藤井　邦夫／著 双葉社 B 913.6 ﾌｼｲ

15 婚活食堂 4 山口　恵以子／著 PHP研究所 B 913.6 ﾔﾏｸ 4

16 その裁きは死 アンソニー・ホロヴィッツ／著 東京創元社 B 933.7 ﾎﾛﾋ

No. 　　　　　　  書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 ＫＡＳＨＩＭＡ　ＡＮＴＬＥＲＳ　ＹＥＡＲ　ＢＯＯＫ　２０１９ 鹿島アントラーズ　エフ・シー 鹿島アントラーズ　エフ・シー KG 783 ｶ 19

No. 　　　　　　  書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 キノの旅 23 時雨沢　恵一／著 KADOKAWA _B 913.6 ｼｸｻ 23

2 扇物語 西尾　維新／著 講談社 _B 913.6 ﾆｼｵ

3 ハイキュー!!ショーセツバン!! 13 古舘　春一／原著 集英社 _B 913.6 ﾎｼｷ 13

特別貸出のお知らせ
実施期間　１２月１２日（土）～１２月２７日（日）

無 制 限

※貸出時にお渡しするレシートをご確認ください

返 却 期 限 日

貸出日から
３週間後※

貸 出 可 能 冊 数
本・雑誌・紙芝居

ビデオ

DVD

５本

１本

ヤ ン グ ア ダ ル ト （ 中 高 生 向 き の 本 ）

一 般 図 書　小 説　エッセイ ルポタージュ

郷　土　資　料

一 般 図 書　新 書

一 般 図 書　文 庫 本
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No. 　　　　　　　書名  著者名 出版社名 請求記号
1 渋沢栄一 伊藤　砂務／まんが 集英社 289.1 ｼ

2 消えたレッサーパンダを追え! たけたに　ちほみ／文 学研プラス 317.7 ﾀ

3 ドラえもん探究ワールド自然の脅威と防災 藤子・F・不二雄／まんが 小学館 369.3 ﾄﾞ

4 まるごとサメ事典 菅原　嘉子／文 ポプラ社 487.5 ｽ

5 どうぶつのおっぱいずかん 今泉　忠明／監修 学研プラス 489 ﾄﾞ

6 クジラをめぐる冒険 石川　創／著 旬報社 489.6 ｲ

7 納豆の本 全国納豆協同組合連合会／総監修 岩崎書店 619.6 ﾅ

8 おしりダンディ ザ・ヤング トロル／原案・監修 集英社 726.1 ｵ

9 2〜5才のかわいいおりがみえほん どうぶつ いしばし　なおこ／さく パイインターナショナル 754.9 ｲ

10 ジュニアのためのバレエ上達パーフェクトレッスン 厚木　彩／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 769.9 ｼﾞ

No. 　　　　　　　書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 おねえちゃんって、きょうもやきもき! いとう　みく／作 岩崎書店 913.6 ｲﾄｳ

2 ラストサバイバル [11] 大久保　開／作 集英社 913.6 ｵｵｸ 11

3 おばけのアッチとコロッケとうさん 角野　栄子／さく ポプラ社 913.6 ｶﾄﾉ

4 ドラねこまじんのボタン 如月　かずさ／作 偕成社 913.6 ｷｻﾗ

5 へんくつさんのお茶会 楠　章子／作 学研プラス 913.6 ｸｽﾉ

6 おとうとのたからもの 小手鞠　るい／作 岩崎書店 913.6 ｺﾃﾏ

7 江戸の空見師 嵐太郎 佐和　みずえ／作 フレーベル館 913.6 ｻﾜﾐ

8 おしりたんてい おしりたんていのこい!? トロル／さく・え ポプラ社 913.6 ﾄﾛﾙ

9 ぼくの席がえ 花田　鳩子／作 PHP研究所 913.6 ﾊﾅﾀ

10 妖怪の子預かります 7 廣嶋　玲子／作 東京創元社 913.6 ﾋﾛｼ 7

11 劇場版鬼滅の刃 無限列車編 吾峠　呼世晴／原作 集英社 913.6 ﾏﾂﾀ

12 ふしぎ町のふしぎレストラン 3 三田村　信行／作 あかね書房 913.6 ﾐﾀﾑ 3

13 コヨーテのはなし リー・ペック／作 徳間書店 933.7 ﾍｯｸ

14 クリスマスの小屋 ルース・ソーヤー／再話 福音館書店 993.2 ｸﾘｽ

No. 　　　　　　 書名 　 著者名 出版社名 請求記号
1 クリスマスツリーをかざろうよ トミー・デ・パオラ／作 光村教育図書 _B E ﾃﾊｵ

2 なぞなぞのにわ 石津　ちひろ／なぞなぞ 偕成社 _B E ﾅｶｳ

3 100さいの森 松岡　達英／著 講談社 _B E ﾏﾂｵ

4 ぼうしくんのクリスマスプレゼント 新井　洋行／作・絵 KADOKAWA E ｱﾗｲ

5 スマイルショップ きたむら　さとし／作 岩波書店 E ｷﾀﾑ

6 ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ｸﾄｳ

7 ぜったいにあけちゃダメ? ビル・コッター／さく サンクチュアリ出版 E ｺｯﾀ

8 ヒューイたちのあたらしいセーター オリヴァー・ジェファーズ／さく 文響社 E ｼｪﾌ

9 ヒューイたちのはんたいはなーんだ? オリヴァー・ジェファーズ／さく 文響社 E ｼｪﾌ

10 ふみきりかんかんくん きょうはなんのひ? 斉藤　洋／作 講談社 E ﾀｹﾀ

11 カヨちゃんちはとうふ屋さん 荒尾　美知子／文 あすなろ書房 E ﾂﾁﾀ

12 やっこさんのけんか 殿内　真帆／作・絵 フレーベル館 E ﾄﾉｳ

13 サンタさん 長尾　玲子／さく 福音館書店 E ﾅｶｵ

14 野ねずみきょうだいの草花あそび　秋から春まで 相澤　悦子／さく 福音館書店 E ﾊｾｶ

15 ながいながいねこのおかあさん キューライス／ぶん 白泉社 E ﾋｸﾁ

16 どてっ 田口　麻由／作 エンブックス E ﾌｶﾜ

17 ふゆごもりのまえに ジャン・ブレット／作 福音館書店 E ﾌﾚｯ

18 ねこのオーランドー3びきのグレイス キャスリーン・ヘイル／さく 好学社 E ﾍﾙｷ

19 サンタさんのおとしもの 三浦　太郎／作 あすなろ書房 E ﾐｳﾗ

休室期間　１２月２８日（月）～１月４日（月）
お休みの間、返却ポストは出ません。休室明け以降にご返却をお願いいたします。

長期のお休みとなりご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

絵 本

児 童 書　知 識 の 本

児 童 書　よ み も の

年末・年始のお休みについて
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