
 
  

 １２月 の 新 刊 紹 介 

 
 

迫 図 書 館 

      

  書        名 著  者  名 

一般書 

考える人のメモの技術 下地 寛也∥著 

眞野先生。本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント？ 眞野 節雄∥監修 

わからなさを生きる哲学 岡山 敬二∥著 

「静かな人」の戦略書 ジル チャン∥著 

“他人の目”を気にせず動ける人の考え方 堀田 秀吾∥著 

歴史をこじらせた女たち 篠 綾子∥著 

転生 牧 久∥著 

１８歳から１００歳までの日本の未来を考える１７のキーワード 樋口 裕一∥著 

暮らし・お金・老後…おひとりさまの心配ごと、すべて解決してください！ 上谷 さくら∥著 

老人をなめるな 下重 暁子∥著 

介護現場でセクハラ・パワハラを起こさない！ 村上 久美子∥編著 

親の「聴き方」ひとつで失敗に負けない子が育つ 田嶋 英子∥著 

犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉 出口 保行∥著 

禁断の毒草事典 Ｒｕｓｔｉｃａ 〓ｄｉｔｉｏｎｓ∥編 

パンダが日本にやってきた！ 日本パンダ保護協会∥監修 

子どものこころの薬ガイド 岡田 俊∥著 

グレーゾーンの歩き方 成沢 真介∥著 

うつは運動で消える ジェニファー ハイズ∥著 

歯科医だからわかった睡眠呼吸障害の治し方 百田 昌史∥著 

リセットの習慣 小林 弘幸∥著 

更年期のヨガ サントーシマ香∥著 

あか抜けない私に必要なのはたった４つの着こなしルールだった 金川 文夫∥著 

炊き込みごはん 荒木 典子∥著 

柿のお菓子づくり 今井 ようこ∥著 

ひと皿満足スープ 榎本 美沙∥著 

コンテナですぐできレンチンひとり分ごはん 新谷 友里江∥著 

ムーミン谷のしあわせレシピ トーベ ヤンソン∥絵と引用文 

焼きそば１００レシピ   

さつまいものお菓子 若山 曜子∥著 

世界一役に立たない育児書 かねもと∥著 

はじめてパパになる本 今田 義夫∥監修 



都会を出て田舎で０円生活はじめました 田村 余一∥著 

農家が教えるわくわくマメつくり 農文協∥編 

火葬場奇談 下駄 華緒∥著 

スケジュール帳かんたんアイコン図鑑１３００ ｈｉｃｏｎｏ∥著 

素敵な空が見えるよ、明日もきっと リト＠葉っぱ切り絵∥著 

いい写真を撮る１００の方法 鹿野 貴司∥著 

透かしてうっとり光の折り紙 中村 香代∥著 

学童野球 辻 正人∥著 

羽生結弦全記録 羽生結弦研究会∥編 

世界を変えた１００のシンボル 上・下 コリン ソルター∥著 

朝日新聞記者の書く力 真田 正明∥著 

超シルバー川柳 笑顔がいっぱい編 みやぎシルバーネット∥編 

ポケット詩集 ４ 田中 和雄∥編 

赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人∥著 

烏の緑羽 阿部 智里∥著 

付き添うひと 岩井 圭也∥著 

変な絵 雨穴∥著 

老害の人 内館 牧子∥著 

人でなしの恋 江戸川 乱歩∥著 

神の庭付き楠木邸 1～2 えんじゅ∥著 

家康と信康 岳 真也∥著 

水神様がお呼びです 佐々木 匙∥〔著〕 

璃寛皇国ひきこもり瑞兆妃伝 〔１〕 しののめ すぴこ∥著 

ヘルンとセツ 田渕 久美子∥著 

もう一つの白虎隊 寺沢 秀明∥著 

イオカステの揺籃 遠田 潤子∥著 

ストロベリー戦争 南原 詠∥著 

吉原と外 中島 要∥著 

ええじゃないか 谷津 矢車∥著 

人生百年時代の歩き方 五木 寛之∥著 

児童書
じどうしょ

 

超特大なぞなぞウルトラ大冒険３５１５問！ 平目 きらり∥作 

ミラクルハピネス〓誕生日＆うらない大全 ルナ アヴニール∥編著 

小学生から知っておきたいザ・外交 １巻 佐藤 優∥総監修 

プロフェッショナルな人たちのお仕事図鑑 2～3巻 お仕事図鑑編集委員会∥編 

世界の魔よけ図鑑 三国 信一∥監修 

はじめてのオニずかん 飯倉 義之∥監修 

ずかん単位 清水 洋美∥文 

知りたい！行ってみたい！なぞとき絶景図鑑 増田 明代∥文 構成 

新恐竜 ドゥーガル ディクソン∥著 

じぶんでよめるどうぶつずかん 成美堂出版編集部∥編著 

アフターマン ドゥーガル ディクソン∥著 



土の大研究 藤井 一至∥監修 

だいどころのたね   

食べもののひみつ 1～2 「食べもののひみつ」編集室∥〔編〕 

はじめてのハムスターそだてかたブック 三輪 恭嗣∥監修 

おいしい魚ずかん 上田 勝彦∥監修 

おいでよ！レゴのいえ 水島 ぱぎい∥日本語版訳 

しゅっぱつ！レゴのくるま 鴨志田 恵∥日本語版訳 

１３歳からのプレゼンテーション 松永 俊彦∥監修 

おねえちゃんって、ときどきなきむし！？ いとう みく∥作 

こどもに聞かせる一日一話 福音館書店「母の友」編集部∥編 

紅の魔女 小森 香折∥作 

すずめの戸締まり 新海 誠∥作 

黒紙の魔術師と白銀の龍 鳥美山 貴子∥著 

空神 2 夏美∥作 

放課後★七不思議！ 〔３〕 永良 サチ∥著 

大嫌いだったはずのモテ男子と、同居することになりました〓 もょ。∥著 

理花のおかしな実験室 7 やまもと ふみ∥作 

名探偵ポアロ ポアロのクリスマス アガサ クリスティー∥著 

キュリアス・キャット・スパイ・クラブ リンダ ジョイ シングルトン∥著 

スノーマン マイケル モーパーゴ∥作 

ロザリーのひみつ指令 ティモテ ド フォンベル∥作 

イソップ童話 イソップ∥〔著〕 

絵本
えほん

 

どすこいすしずもう たいけつ！うみのギャング アン マサコ∥作 

へんしんどうぶつえん あきやま ただし∥作 絵 

ほんとだもん！ いもと ようこ∥作絵 

これ、なーんだ？ 今井 しのぶ∥写真 

ケーキのずかん 植田 まほ子∥絵 

ねずみくんのチョッキ なかえ よしを∥作 

クリスマスのおとしもの えがしら みちこ∥作 

ちいさいおねえちゃん いとう みく∥作 

かずもう もとした いづみ∥文 

おやゆびひめとこゆびひめ きしら まゆこ∥作 絵 

イライラのあらし ルイーズ グレッグ∥作 

スタジオジブリのヒロインがいっぱい スタジオジブリ∥監修 

ポッポーきかんしゃゆきさんぽ とよた かずひこ∥著 

みかんくんがね… とよた かずひこ∥さく え 

くまの子ウーフのたからもの 神沢 利子∥作 

コールテンくんのポケット ドン フリーマン∥作 

さよならぼくたちのようちえんほいくえん 新沢 としひこ∥文 

やさしいライオン やなせ たかし∥作 絵 



 けいさつのずかん 山田 タクヒロ∥絵 

 


