
 
  

 １１月 の 新 刊 紹 介 

 
 

迫 図 書 館 

      

  書        名 著  者  名 

 一般書 

頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 齋藤 孝∥著 

あなたのまわりの「高齢さん」の本 佐藤 眞一∥著 

「浄化」大百科 矢尾 こと葉∥著 

限りある時間の使い方 オリバー バークマン∥著 

日本の仏様ご利益事典 塩入 法道∥監修 

エリザベス女王   

東大生が日本を１００人の島に例えたら面白いほど経済がわかった！ ムギタロー∥著 

職場の困った人対応マニュアル 援川 聡∥著 

キーワードでまるごとわかる投資の教科書 酒井 富士子∥著 

どうして男はそうなんだろうか会議 澁谷 知美∥編 

子どもへの性暴力は防げる！ 福井 裕輝∥著 

「勉強法のベストセラー１００冊」のポイントを１冊にまとめてみた。 藤吉 豊∥著 

おしゃれなラッピングレッスン 宮岡 宏会∥〔著〕 

日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼 正一∥著 

激写！身近な虫のディープな世界 石井 誠∥著 

感覚過敏の僕が感じる世界 加藤 路瑛∥著 

人体ｖｓウイルス ＮＨＫスペシャル「人体」取材班∥著 

９１歳の現役医師がやっている一生ボケない習慣 松原 英多∥著 

巻き爪は切るな！ 寺建 文博∥著 

マンガＡＰＤ／ＬｉＤって何！？ きょこ∥著 

「副作用死」ゼロの真実 近藤 誠∥著 

「８０歳の壁」は結局、免疫力が解決してくれる 和田 秀樹∥著 

ドラッグストアで買えるあなたに合った薬の選び方を頼れる薬剤師が教えます 児島 悠史∥著 

７１歳、年金月５万円、あるもので工夫する楽しい節約生活 紫苑∥著 

キーワードでまるごとわかるお金の教科書 酒井 富士子∥著 

実践！はじめてのホームファイリング 長野 ゆか∥著 

手作りしたいキッズのへんしん服   

老け見えしない人のきちんと技   

おばあめし 大迫知信＆おばあ∥著 

パティシエレシピのかわいいお菓子 しぃじー∥著 

藤井恵のちょっと具合のわるいときの食事 藤井 恵∥著 



けなげな野菜図鑑 稲垣 栄洋∥監修 

図解と写真でわかる教養が身につく！日本の鉄道１５０年史 辻 良樹∥著 

キッチンでできる草木染めレッスン帖 佐藤 麻陽∥著 

ｎａｎａｈｏｓｈｉの旅するおりがみＥｕｒｏｐｅ たかはし なな∥著 

おじいちゃんおばあちゃんに弾いてあげたい５０の歌   

第１０４回全国高校野球選手権大会仙台育英   

語学の天才まで１億光年 高野 秀行∥著 

親愛なる向田邦子さま 森繁 久彌∥〔ほか〕著 

シルバー川柳 上を向いて歩こう編 みやぎシルバーネット∥編 

見つけたいのは、光。 飛鳥井 千砂∥著 

濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川 有栖∥著 

かんむり 彩瀬 まる∥著 

夜の道標 芦沢 央∥著 

ｉｎｖｅｒｔ ２ 相沢 沙呼∥著 

エフィラは泳ぎ出せない 五十嵐 大∥〔著〕 

掌に眠る舞台 小川 洋子∥著 

孤立宇宙 熊谷 達也∥著 

浅草ルンタッタ 劇団ひとり∥著 

犬を盗む 佐藤 青南∥著 

ロスト・スピーシーズ 下村 敦史∥著 

うさぎの町の殺人 周木 律∥著 

あこがれ 瀬戸内 寂聴∥著 

女人入眼 永井 紗耶子∥著 

殺人者の白い檻 長岡 弘樹∥著 

紙の梟 貫井 徳郎∥著 

千吉と双子、修業をする 廣嶋 玲子∥著 

事件は終わった 降田 天∥著 

いけない ２ 道尾 秀介∥著 

麻阿と豪 諸田 玲子∥著 

新型コロナウイルス感染症体験記 石田 繁博∥著 

骨を弔う １～３ （大活字） 宇佐美 まこと∥〔著〕 

かまさん １～５ （大活字） 門井 慶喜∥〔著〕 

あなたがいる場所 上・下 （大活字） 沢木 耕太郎∥著 

児童書
じどうしょ

 

英雄最強王図鑑 健部 伸明∥監修 

世界を平和にする第一歩 河出書房新社∥編 

ＳＤＧｓを実現する２０３０年の仕事未来図 １巻～４巻 

ＳＤＧｓを実現する２０３０年の 

仕事未来図編集委員会∥著 

なりたい！が見つかるお仕事図鑑 朝日新聞出版∥編著 

「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空 幸星∥著 

みんなの津波避難２２のルール 永野 海∥著 

僕らが学校に行く理由 渋谷 敦志∥写真 文 



友だちのこまったがわかる絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編 著 

大迫力！ＮＥＯ伝説の武器・刀剣・防具大図鑑 朝里 樹∥監修 

おしっこ、ヒル、頭にドリル クライブ ギフォード∥作 

知らなかった！おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎 英明∥監修 

トンネルのサバイバル パク ソンイ∥文 

１３歳からの家事のきほん４６ アントラム栢木利美∥著 

全ウルトラヒーロースーパー大図鑑   

全仮面ライダークイズ大図鑑１００   

新スポーツスーパースター伝 ３ ダルビッシュ有 ベースボール マガジン社∥編集 

はりきり体育ノ介体育パーフェクトブック ＮＨＫ「はりきり体育ノ介」制作班∥編 

タイピングにやくだつはじめてのローマ字 １～２ 大門 久美子∥編著 

雨を告げる漂流団地 石田 祐康∥原作 

怪狩り 巻ノ７ 佐東 みどり∥作 

世にも奇妙な商品カタログ １０ 地図十行路∥作 

電車で行こう！ 〔３８〕 豊田 巧∥作 

保健室経由、かねやま本館。 ５ 松素 めぐり∥著 

いっしょにいるよ 涌井 学∥著 

ラスト・チェリー・ブロッサム キャサリン バーキンショー∥作 

かわいい子ランキング ブリジット ヤング∥作 

絵本
えほん

 

へんしんロボット あきやま ただし∥作 絵 

ごろんずっしりさつまいも いわさ ゆうこ∥さく 

ぞうさんのおてがみ 飯島 敏子∥原作 

りんごのまほう うえだ しげこ∥作 絵 

仮面ライダーをさがせ！！   

ルッコラのちいさなさがしものやさん 北澤 平祐∥著 

きょうはおうちでうんどうかい 新井 悦子∥さく 

おすしがふくをかいにきた 田中 達也∥作 

ねずみさんのパンツ ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ∥作 

だじゃれむかしむかし 長谷川 義史∥作 

おふくさんの１２かげつ 服部 美法∥ぶん え 

おイモだ、ほい！ 服部 千春∥作 

わたしがいじわるオオカミになった日 アメリ ジャヴォー∥ぶん 

トムとジェリーをさがせ！大かつやく！はたらく乗りもの図鑑 宮内 哲也∥絵 

どこ？ ほんのなかのさがしもの 山形 明美∥作 

１００にんのサンタクロース （大型絵本） 谷口 智則∥作 絵 

あんぱんまん （大型絵本） やなせ たかし∥作 絵 

給食番長 （大型絵本） よしなが こうたく∥さく 

紙芝居
かみしばい

 

とりとけもののかっせん カワダ クニコ∥文 絵 

のんびりもじもじこぶたくん 得田 之久∥脚本 

とうふとみそのケンカ チャンキー松本∥文 絵 



 

はなのかけたおじぞうさま 林 なつこ∥文 絵 

こばとのかなしみ ときわ ひろみ∥文 

ちょうちょのあまやどり 山西 ゲンイチ∥文 絵 

てんぐのけんか りとう ようい∥文 絵 

 


