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 一 般 図 書  

 

小  説 

・観月           …麻生 幾／著 

・バイター       …五十嵐 貴久／著 

・天を測る         …今野 敏／著 

・雪に撃つ        …佐々木 譲／著 

・処方箋のないクリニック  …仙川 環／著 

・われもまた天に     …古井 由吉／著 

・ＪＲ上野駅公園口     …柳 美里／著 

・遊川夕妃の実験手記（エクスペリメントノー 

 ツ）［２］         …綿世 景／著 

 

文学・詩・俳句・エッセイ・手記 

・名句鑑賞アルバム  …片山 由美子／選句 

・工学部ヒラノ教授のウィーン独り暮らしの報  

 酬            …今野 浩／著 

 

情 報 学 

・今すぐ使えるかんたん YouTube 入門 

  …AYURA／著 

 

哲学・心理学・宗教 

・鎌田式「にもかかわらず」という生き方 

 …鎌田 實／著 

・御朱印でめぐる東北の神社 

       …『地球の歩き方』編集室／編 

 

歴史・伝記 

・図説英国貴族の令嬢   …村上 リコ／著 

・白い骨片    …クリストフ・コニェ／著 

・渋沢栄一（別冊太陽）  …鹿島 茂／監修 

 

地理・旅行 

・旅の賢人たちがつくった海外グルメ旅最強ナ 

ビ        …丸山 ゴンザレス／編 

・岩手‘21（まっぷるマガジン）  …昭文社 

・1964 年と 2020 年くらべて楽しむ地図帳 

          …松井 秀郎／編 

・誇れる郷土ガイド 北海道・東北編 

 2021 年版       …古田 陽久／著 

・おいしい暮らし 北インド編 

…有沢 小枝／著 

 

社会科学 

・まんがあなたもできる！公民連携のまちづく 

り          …清水 義次／監修 

 

 

 

・会計の日本史     …大村 大次郎／著 

・クレーマー対応の実務必携Ｑ＆Ａ 

 …岡本 健志／著 

・ざんねんなオフィス図鑑…沢渡 あまね／著 

・上司と部下のメンタルヘルス・マネジメント 

対策         …松本 桂樹／共著 

・あなたの会社、その働き方は幸せですか？ 

  …出口 治明／著 

・70 歳の新人施設長が見た介護施設で本当に 

あったとても素敵な話  …川村 隆枝／著 

・親も自分もすり減らない!?シングル介護術 

…さらだ たまこ／著 

・これで解決！養護教諭のための新型感染症対 

策Ｑ＆Ａ       …三木 とみ子／編 

・お母さんに知ってほしい思春期男子の正しい 

トリセツ        …柳沢 幸雄／著 

・餅と日本人        …安室 知／著 

 

自然科学・からだ・医療 

・数学で考える！世界をつくる方程式 50 

          …リッチ・コクラン／著 

・楽しい雪の結晶観察図鑑 …武田 康男／文 

・健康の科学知識    …ニュートンプレス 

・長生きしたけりゃ肺を鍛えなさい 

…宮崎 雅樹／著 

・図解ですぐわかる自力でみるみる改善！脂肪 

 肝            …栗原 毅／著 

・「うちの家族、認知症？」と思ったら読む本 

              …長田 乾／著 

・新型コロナ自宅療養完全マニュアル 

 …岡田 晴恵／著 

・図解手指の痛み・しびれ解消事典 

…大井 宏之／著 

・頚椎症・首のヘルニア      …文響社 

・かゆみをなくすための正しい知識 

      …順天堂かゆみ研究センター／著 

・老眼近視乱視遠視も治せる白内障手術のすべ 

 て           …赤星 隆幸／著 

・耳鳴り・難聴          …文響社 

・感染症時代のマスクの教科書 

…飯田 裕貴子／著 

・「そろそろ、お酒やめようかな」と思ったとき 

に読む本        …垣渕 洋一／著 

・自衛隊感染予防 BOOK 

…JWings 別冊編集部／編 

 

 

新着図書情報 

（令和３年１月号） 



技  術 

・リアルでゆかいなごみ事典…滝沢 秀一／著 

 

家政・手芸・料理など 

・揺れ動く今みつけたいわたしの真ん中 

…Emi／著 

・型紙いらずの着物リメイク・パンツ＆スカー 

 ト           …松下 純子／著 

・SEW BASIC！     …吉川 幸士／著 

・ジーンズで小物      …ブティック社 

・抱っこしたくなるあみぐるみワンコ 

…眞道 美恵子／著 

・ねこだらけ刺しゅう 450 …アップルミンツ 

・自炊。何にしようか  …高山 なおみ／著 

・やることの「見える化」で掃除を劇的にラク 

にする方法      …本橋 ひろえ／著 

・0～2 歳あそびかた事典 …竹内 エリカ／著 

 

農業・ペットなど 

・希望の一滴        …中村 哲／著 

・どう考える？種苗法…農山漁村文化協会／編 

・農家が教えるトウモロコシつくりコツと裏ワ 

 ザ             …農文協／編 

・日本の鉄道 365 日    …櫻田 純／監修 

 

芸術・スポーツ・アウトドア 

・うさミミ craft のおうちでクラフト 12 か月 

 …うさみみ craft／著 

 

ヤング・児童書   

  

ヤング 

・裁判官になるには    …飯島 一孝／著 

・自衛官になるには    …岡田 真理／著 

・青年海外協力隊員になるには 

…益田 美樹／著 

・10 代の〈性の悩み〉白書 …思春期外来 in 

上野皮フ科・婦人科クリニック／著 

・魔術師（乙女の本棚） …谷崎 潤一郎／著 

 

情 報 学 

・見たい!知りたい!図書館はうら側もすごい! 

 …小田 光宏／監修 

 

哲学・心理学・宗教 

・ふつうってどういうこと？ …NHK E テレ 

「Q～こどものための哲学」制作班／編 

・こども般若心経      …斎藤 孝／著 

 

 

歴史・伝記 

・渋沢栄一人物としごと …こどもくらぶ／編 

・中谷宇吉郎       …清水 洋美／文 

 

社会科学 

・今、世界はあぶないのか？ ７・８ 

…ハナネ・カイ／絵 

・プログラマーの一日 

…WILL こども知育研究所／編著 

・十二支えほん      …谷山 彩子／作 

・鬼大図鑑       …田村 正彦／監修 

 

自然科学・からだ 

・こども統計学    …渡辺 美智子／監修 

・パンク動物記      …パンク町田／文 

・教えて！感染症３  …土井 洋平／監修 

 

技  術 

・プロから学ぶ修理ずかん１…フレーベル館 

 

詩・ものがたり・ノンフィクション 

・超訳マンガ国語で習う名詞・短歌・俳句 

物語           …学研プラス 

・ジャレットと魔法のコイン（魔法の庭もの 

がたり 24）  …あんびる やすこ／作 

・ノベライズ・鬼滅の刃［２］ 

 （集英社みらい文庫）…吾峠 呼世晴／作 

・妖怪の子預かります９・10 

…廣嶋 玲子／作 

・はっぴょう会への道  …山本 悦子／作 

・ラストで君は「まさか！」と言う 

放課後ミステリー・12歳の物語 

…PHP研究所／編 

・響け、希望の音    …田中 宏和／著 

・アーサー王の世界６   …斉藤 洋／作 

 

絵  本 

・おれ、気仙大工になる!…荒尾 美知子／文 

・なまはげ      …池田 まき子／文 

・那須与一      …神田 伯山／監修 

・曲垣平九郎     …神田 伯山／監修 

・雷電為右衛門    …神田 伯山／監修 

・こちょこちょ    …はるな 檸檬／作 

・ぎゅ        …はるな 檸檬／作 

・ちゅ        …はるな 檸檬／作 


