
 
  

 １月 の 新 刊 紹 介 

 
 

迫 図 書 館 

      

  書        名 著  者  名 

一般書 

今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「意思決定」 佐藤 耕紀∥著 

女女問題のトリセツ 黒川 伊保子∥編著 

統一教会との闘い 山口 広∥著 

吾妻鏡 西田 友広∥編 

歴史を拓いた明治のドレス 吉原 康和∥著 

〈伊達騒動〉の真相 平川 新∥著 

古代の覇者 パトリシア ダニエルズ∥〔著〕 

世界のおみやげ図鑑 地球の歩き方編集室∥編集 

はてなの国際法 岩本 誠吾∥著 

好かれる人の神対応嫌われる人の塩対応 大野 萌子∥著 

さんすうができる子になる遊びワーク 大迫 ちあき∥監修 

墓じまい！ 小西 正道∥著 

魔法の計算あそび 杉之原 眞貴∥著 

さらに知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤 淳一∥著 

名医が教える男性妊活の最強事典 辻村 晃∥著 

奇跡の鎌田式ウォーキング 鎌田 實∥著 

筋肉と美容のミカタたんぱく質大全 河谷 彰子∥監修 

「８０歳の壁」を超える食事術 吉村 芳弘∥著 

世界の装飾が美しい店 パイインターナショナル∥編著 

新・日本懐かし自販機大全 魚谷 祐介∥著 

大人気ファッションブロガーＭＵＭＵ春夏秋冬大人のプチプラコーデ図鑑   

７０歳からのおしゃれ生活 中山 庸子∥著 

太い糸と針で編むニット   

脱白髪染めのはじめかた 伊熊 奈美∥著 

最高の髪型解剖図鑑 篠原 龍∥著 

ポリ袋でかんたん！甘酒＆酒粕でつくる天然酵母パン 梶 晶子∥著 

超絶ラクしてほめられる！だけメシ ちはる∥著 

農家が教えるタケノコづくし 農文協∥編 

はじめてキムチの本 本田 朋美∥著 

パウンドケーキとマフィン ムラヨシ マサユキ∥著 

はじめまして、おやつ 若山 曜子∥著 



新！掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会∥著 

手軽にふやせるさし木・株分け・とり木・つぎ木・種まき 渡辺 均∥監修 

かわいいうさぎ 大里 美奈∥著 

エリック・カール   

まいにちゆるふで ふでこ∥著 

仙台育英日本一からの招待 須江 航∥著 

野球のルール 超・初級編 中野 良一∥著 

羽生結弦飛躍の原動力 ＡＥＲＡ編集部∥編 

ゼロから始める船釣り入門   

花を飾る 増田 由希子∥著 

萩原朔太郎大全 朔太郎大全実行委員会∥編 

ゆいごん川柳 こう書けと妻に下書き渡される 日本財団遺贈寄付サポートセンター∥編 

天下大乱 伊東 潤∥著 

光のとこにいてね 一穂 ミチ∥著 

サイレント・ウィッチ ４－ａｆｔｅｒ 依空 まつり∥著 

神の庭付き楠木邸 えんじゅ∥著 

葵のしずく 奥山 景布子∥著 

黒石 大沢 在昌∥著 

なんとかしなくちゃ。 青雲編 恩田 陸∥著 

鎌倉残影 朝井 まかて∥著 

秋雨物語 貴志 祐介∥著 

今夜、ぬか漬けスナックで 古矢永 塔子∥著 

手札が多めのビクトリア １ 守雨∥著 

岬 竹久 夢二∥著 

川のほとりに立つ者は 寺地 はるな∥著 

特殊清掃人 中山 七里∥著 

タスキメシ－五輪－ 額賀 澪∥著 

君の教室が永遠の眠りにつくまで 鵺野 莉紗∥著 

不知火判事の比類なき被告人質問 矢樹 純∥著 

教誨 柚月 裕子∥著 

栞と嘘の季節 米澤 穂信∥著 

秘密にしていたこと セレステ イング∥著 

殺しへのライン アンソニー ホロヴィッツ∥著 

一所懸命 上・下（大活字） 岩井 三四二∥著 

彼女に関する十二章 上・下（大活字） 中島 京子∥著 

風穴をあける（大活字） 谷川 俊太郎∥著 

ちいさな言葉 上・下（大活字） 俵 万智∥著 

児童書
じどうしょ

 

読書ってこんなに楽しいの！？齋藤孝流とっておきの本の読み方 齋藤 孝∥〔著〕 

オールカラーマンガ小学生で身につけたい世界を広げる教養力 上田 紀行∥監修 

これだけは知っておきたいこども図鑑 小田島 庸浩∥監修 

こどもモヤモヤ解決ＢＯＯＫ 熱海 康太∥著 



きみを変える５０の名言 ３期〔１〕～〔２〕 佐久間 博∥文 

ほんとうにあったふしぎな話 １～３ 桜井 信夫∥文 

小学生から知っておきたいザ・外交 ２巻 佐藤 優∥総監修 

１０歳から読める・わかるいちばんやさしい刑法 和田 俊憲∥著 

こどもサバイバル １ 舟生 岳夫∥監修 

地球防災ラボ 東北大学災害科学国際研究所∥著 

めざせ、イグ・ノーベル賞！？おもしろ自由研究 １ 沼田 晶弘∥監修 

妖怪は海にいる！？アラマタ式海の博物教室 荒俣 宏∥〔著〕 

すごすぎる身近な植物の図鑑 鈴木 純∥著 

睡眠の大研究 櫻井 武∥監修 

鉄道へぇ～事典 栗原 景∥著 

１年生からのらくらくレシピ 定番スイーツ 若宮 寿子∥監修 

ジブリの食卓となりのトトロ スタジオジブリ∥監修 

牛乳パックでこんなにできる！わくわく☆クッキング 寺西 恵里子∥作 

未来の食べもの大研究 石川 伸一∥監修 

保護ねこ活動ねこかつ！ 高橋 うらら∥著 

おしりダンディ ザ・ヤング きょうりゅうのしま トロル∥〔原案 監修〕 

すごすぎる色の図鑑 ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ∥著 

４７都道府県の郷土玩具 ４ 日本玩具博物館∥監修 

ウルトラマン大図鑑ハイパー   

タイピングにやくだつはじめてのローマ字 ３ 大門 久美子∥編著 

苦手から始める作文教室 津村 記久子∥著 

もふきゅん〓ベイビー！ １ 碧井 こなつ∥著 

迷宮教室 〔８〕 あいはら しゅう∥作 

絶滅世界 〔１〕～〔４〕 大久保 開∥作 

鬼滅の刃 〔８〕 吾峠 呼世晴∥原作 絵 

うさぎのモニカのケーキ屋さん ハッピーバースデイ 小手鞠 るい∥さく 

おばけとしょかん 〔２〕 斉藤 洋∥作 

ひなたとひかり １ 高杉 六花∥作 

よふかししようかい 辻 貴司∥作 

かいけつゾロリきょうりゅうママをすくえ！ 原 ゆたか∥さく え 

カトリと眠れる石の街 東 曜太郎∥著 

あやし、おそろし、天獄園 銭天堂番外編 廣嶋 玲子∥作 

ひみつの魔女フレンズ ５ 宮下 恵茉∥作 

放課後ネームゲーム 〔１〕～〔２〕 百舌 涼一∥作 

４分の１の魔女リアと真夜中の魔法クラス 〔３〕 やすい やくし∥著 

グリマー・クリークの奇跡 ステイシー ハックニー∥作 

ピノキオ エリザベス ルドニック∥著 

絵本
えほん

 
ゆきおんな いもと ようこ∥文 絵 

ねずみくんだーれだ？ なかえ よしを∥作 



 

ちいさいフクロウとクリスマスツリー ジョナ ウィンター∥文 

ノラネコぐんだんうみのたび 工藤 ノリコ∥著 

ひかるめのなぞ ささき ふみひこ∥著 

かぼちゃスープのおふろ 柴田 ケイコ∥作 

すみっコぐらしをさがせ あつまるとあんしんです編 主婦と生活社∥編 

ふしぎなともだち たじま ゆきひこ∥作 

ペティおばさんの台所 竹中 マユミ∥〔作〕 

あなたがおなかのなかにいたとき せきや ゆうこ∥文 

わくわくどうぶつアパート マリアンヌ デュブク∥作 

ほん デイビッド マイルズ∥作 

にじいろのさかなとおはなしさん マーカス フィスター∥作 

トムとジェリーをさがせ！めいさくシーンでおおはしゃぎ まつやま たかし∥絵 

トムとジェリーのまちがいさがし 宮村 奈穂∥絵 

ひゅ～どろパッ 森川 めんた∥著 

サンタさんのぼうしどこいった？ エマニュエル レ∥文 

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう！ （大型絵本） くぼ まちこ∥著 

紙芝居
かみしばい

 

くまくんとふわふわくん 武田 美穂∥脚本 絵 

ねこくんのゆきあそび はせがわ さとみ∥脚本 

アンパンマンとしょくぱんまん やなせ たかし∥作絵 

ゆうかいするのはどんなひと？ 宮田 美恵子∥監修 文 

アンパンマンとドキンちゃん やなせ たかし∥作絵 

アンパンマンとかいじゅうアンコラ やなせ たかし∥作絵 

クリームパンダとＳＬマン やなせ たかし∥作絵 

アンパンマンとかびるんるん やなせ たかし∥作絵 

 


