
 
  

 ２月 の 新 刊 紹 介 

 
 

迫 図 書 館 

      

  書        名 著  者  名 

一般書 

３６５日かわいい手帳・ノートのあしらいアイデアＢＯＯＫ 岡本 愛以∥著 

図書館にまいこんだこどもの大質問 こどもの大質問編集部∥編 

齋藤孝先生が選ぶ高校生からの読書大全 齋藤 孝∥著 

賢い人の秘密 クレイグ アダムス∥著 

ぼのぼの人生相談 いがらし みきお∥著 

気にしない習慣 内藤 誼人∥著 

愛ことば 瀬戸内 寂聴∥著 

仙台領に生きる郷土の偉人傳 ４ 古田 義弘∥編著 

「奥州の竜」伊達政宗 佐藤 貴浩∥〔著〕 

天路の旅人 沢木 耕太郎∥著 

徳川家康完全ガイド   

１０２歳、一人暮らし。 石井 哲代∥著 

地図でスッと頭に入る世界の民族と紛争 祝田 秀全∥監修 

時間を「うまく使う人」と「追われる人」の習慣 滝井 いづみ∥著 

世界インフレの謎 渡辺 努∥著 

知識ゼロですが、つみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏの次はどんな投資をすればよいですか。 横山 光昭∥著 

娘が理解できません 岩井 俊憲∥著 

みやぎ防災ガイド ２０２３   

保育で！親子で！言葉の力や思考力を育むなぞなぞ６００ 今井 和子∥編著 

一生頭がよくなり続けるすごい脳の使い方 加藤 俊徳∥著 

菓の辞典 長井 史枝∥テキスト 

ふくもの暦 本間 美加子∥著 

見わけがすぐつく野草・雑草図鑑 山田 隆彦∥監修 

とことんエナガ、シマエナガ ＢＩＲＤＥＲ編集部∥編 

筋肉ががんを防ぐ。 石黒 成治∥著 

図解眠れなくなるほど面白い老化の話 長岡 功∥総監修 

心臓を長持ちさせる東北大式ゆる筋トレ 上月 正博∥著 

専門医がやさしく教えるリウマチの治し方 佐藤 理仁∥著 

無理をしなくても内臓脂肪がみるみる落ちる食べ方大全 坂根 直樹∥著 

目で見てわかる認知症の予防 秋下 雅弘∥監修 

７０歳８０歳を笑顔で超える生き方 和田 秀樹∥著 



私の半分はどこから来たのか 大野 和基∥著 

身近な素材でつくるかんたん養生酒 植木 もも子∥著 

脂肪を落としたければ、食べる時間を変えなさい 柴田 重信∥〔著〕 

徳川家康の「養生訓」   

８０歳でも脳が老化しない人がやっていること 西 剛志∥著 

古家リノベーション 平山 友子∥著 

未来の乗り物図鑑 スーツ∥著 

最新ＬＩＮＥ＆Ｉｎｓｔａｇｒａｍ ＆ Ｔｗｉｔｔｅｒ ＆ Ｆａｃｅｂｏｏｋ ＆ ＴｉｋＴｏｋゼロからやさしくわかる本 桑名 由美∥著 

ご機嫌なひとり暮らし５０のアイデア帖 エムエム∥著 

かんたん！かわいい！作りやすい！メルちゃんの着せかえ服   

ハギレが楽しい刺し子の小物 ｓａｓｈｉｋｏｎａｍｉ∥著 

ハンドメイドのミニ財布   

夫婦ふたりにぴったりの６０歳からのたんぱく質しっかりごはん 岩崎 啓子∥著 

日本全国お雑煮レシピ 粕谷 浩子∥著 

大好き！韓国ごはん 金 英貨∥著 

ウィーン菓子図鑑 小菅 陽子∥著 

糖質オフのやさしいお菓子 本間 節子∥著 

本当は素朴なフランスのおやつ 若山 曜子∥〔著〕 

モノが減ると「運」が増える やました ひでこ∥著 

産後リセトレ 吉田 千鶴∥著 

管理栄養士あおいさんの子ども完食！ママらく献立 あおい∥著 

使い切れない農地活用読本 農山漁村文化協会∥編 

君のいた時間  （大人の流儀 Special） 伊集院 静∥著 

平成レトロの世界 山下 メロ∥〔著〕 

らくらく安全運転ＢＯＯＫ   

ジブリパーク公式ガイドブック   

スヌーピーたちの人生案内 １～２ チャールズ Ｍ．シュルツ∥著 

筆ペンでかわいいイラストが描ける本 朝日新聞出版∥編著 

日々臆測 ヨシタケ シンスケ∥著 

世界のかわいいお城と教会 ＭｄＮ編集部∥編 

逆引き配色アイデアＢＯＯＫ アトオシとデザイン∥監修 

シルバニアファミリーいつもそばにいるよ エポック社∥監修 

まるごとバナナが、食べきれない 大久保 佳代子∥著 

野球ケガをしない肩・肘・腰の作り方と治し方 手嶋 秀和∥著 

脳活性あやとり 有木 昭久∥著 

教養のある人がしている、言葉選びの作法 齋藤 孝∥著 

中国語は不思議 橋本 陽介∥著 

夜叉ケ池 泉 鏡花∥著 

ジャクソンひとり 安堂 ホセ∥著 

此の世の果ての殺人 荒木 あかね∥著 

金環日蝕 阿部 暁子∥著 



ユア・プレゼント 青山 美智子∥著 

絶筆 石原 慎太郎∥著 

一睡の夢 伊東 潤∥著 

熱風至る １～２ 井上 ひさし∥著 

骨灰 冲方 丁∥著 

見果てぬ王道 川越 宗一∥著 

戦国十二刻 木下 昌輝∥著 

名探偵のままでいて 小西 マサテル∥著 

荒ぶるや （空也十番勝負 ９） 佐伯 泰英∥著 

樹林の罠 佐々木 譲∥〔著〕 

クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介∥著 

お勝手のあん ７ 柴田 よしき∥著 

めぐみの家には、小人がいる。 滝川 さり∥著 

貸本屋おせん 高瀬 乃一∥著 

祝祭のハングマン 中山 七里∥著 

ゴッホの犬と耳とひまわり 長野 まゆみ∥著 

十二月の辞書 早瀬 耕∥著 

悪役王子の英雄譚 １～２ 左 リュウ∥著 

最後のひと 松井 久子∥著 

彼女たちのいる風景 水野 梓∥著 

今日はいい天気ですね。 （れんげ荘物語７） 群 ようこ∥〔著〕 

罪の境界 薬丸 岳∥著 

森に生きる者 １～３ ゆるり∥著 

カラスは言った 渡辺 優∥著 

銀杏手ならい １～３ （大活字） 西條 奈加∥〔著〕 

太陽の棘 上・下 （大活字） 原田 マハ∥著 

生きる意味 姜 尚中∥著 

女のイイ顔 田辺 聖子∥著 

成熟スイッチ 林 真理子∥著 

子どもにキレちゃう夫をなんとかしたい！ 水谷 さるころ∥著 

幸福とは何ぞや 佐藤 愛子∥著 

ステイト・オブ・テラー ヒラリー Ｒ．クリントン∥著 

嘘つき村長はわれらの味方 クリスティーヌ サイモン∥著 

野原 ローベルト ゼーターラー∥著 

クレムリンの魔術師 ジュリアーノ ダ エンポリ∥著 

児童書
じどうしょ

 

池上彰と考える未来の社会とデジタル庁 １ 池上 彰∥監修 

としょかんにいこう   

はじめてのなぜなにふしぎえほん みのまわりのぎもん てづか あけみ∥え ぶん 

こどもバイアス事典 犬飼 佳吾∥監修 

きみを変える５０の名言 ３期〔３〕 佐久間 博∥文 

よのなかの攻略法 学校編 西村 博之∥著 



そうだったのか！国の名前由来ずかん 西村 まさゆき∥著 

ホロコーストを生きぬいた６人の子どもたち キャス シャックルトン∥作 絵 

あした話したくなるすごすぎる４７都道府県 山口 正∥監修 

小学生から知っておきたいザ・外交 ３巻 佐藤 優∥総監修 

ルールびっくり事典 こざき ゆう∥文 

お金の攻略法 村上 世彰∥監修 

しごとへの道 １ 鈴木 のりたけ∥作 

めざせ、イグ・ノーベル賞！？おもしろ自由研究 ２～３ 沼田 晶弘∥監修 

大迫力！戦慄の都市伝説大百科 朝里 樹∥監修 

日本の怪異・妖怪大事典 朝里 樹∥監修 

大好きなことを研究する科学者になろう！！ 宇宙編 理化学研究所∥協力 

大好きなことを研究する科学者になろう！！ 生物編 理化学研究所∥協力 

ネズミなんびきでゾウになる？ トレイシー ターナー∥文 

人類の進化大百科 更科 功∥監修 

動物愛護を考えよう １ 高槻 成紀∥監修 

みーつけた！生きものからの挑戦状 〔１〕 中野 富美子∥構成 文 

ずかん貝のからだ 清水 洋美∥文 

栄養＆食べ方パーフェクトＢＯＯＫ 深津 章子∥監修 

びょうきのよぼう 森戸 やすみ∥監修 

そうだったのか！まちのひみつ図鑑   

じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版編集部∥編著 

じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版編集部∥編著 

たべもの 瀬尾 知子∥監修 

キッチンラボどうしてそうなる？実験レシピ 調味料編 露久保 美夏∥〔著〕 

ペットボトルでこんなにできる！ときめく☆クッキング 寺西 恵里子∥作 

食べもののひみつ ３～４ 「食べもののひみつ」編集室∥〔編〕 

世界の探知犬図鑑 「探知犬図鑑」編集委員会∥編 

テーマパークのサバイバル ポドアルチング∥文 

５回で折れるもっとたのしい！おりがみ １ いしかわ まりこ∥作 

妖怪と魔法おりがみ 笹川 勇∥著 

ディズニープリンセス夢みるお城とインテリア ウォルト ディズニー カンパニー∥著 

ディエゴ・マラドーナ 千田 純生∥まんが 

かいけつゾロリのおやじギャグ＆なぞなぞ大じてん 原 ゆたか∥原作 

小学生の「音読」上達レッスン 花形 一実∥著 

日本語の数えかた図鑑 青木 伸生∥監修 

ホーンテッドクラブ １ 藍沢 羽衣∥作 

ウタイテ！ ３ ＊あいら＊∥著 

にわか魔女のタマユラさん 伊藤 充子∥作 

保健室には魔女が必要 石川 宏千花∥作 

すずのまたたびデイズ ２ トロル∥原作 



オハヨウどろぼう おの りえん∥文 絵 

数は無限の名探偵 はやみね かおる∥著 

やくやもしおの百人一首 久保田 香里∥作 

魔女のなみだのクッキー 草野 あきこ∥作 

ごはん食べにおいでよ 小手鞠 るい∥作 

ツクルとひみつの改造ボット 辻 貴司∥作 

金の国水の国 岩本 ナオ∥原作 絵 

百物語 １ 日本児童文学者協会∥編 

宮沢賢治童話集 宮沢 賢治∥著 

図書室の怪談 〔５〕 緑川 聖司∥作 

なりたいわたし 村上 しいこ∥作 

名探偵ポアロ ポアロ登場 アガサ クリスティー∥著 

ストレンジ・ワールドもうひとつの世界 エリン ファリガンド∥著 

絵本
えほん

 

うさぎのさとうくんあさひ 相野谷 由起∥さく 

あずきのあんちゃんずんちゃんきんちゃん とみなが まい∥文 

みてみて！いぬのあかちゃん 大塚 健太∥作 

みてみて！しまうまのあかちゃん 大塚 健太∥作 

みてみて！パンダのあかちゃん 大塚 健太∥作 

みてみて！はりねずみのあかちゃん 大塚 健太∥作 

この本はよまれるのがきらい ダビット サンデン∥〔作〕 

おにのパンツのそのあとは… 志村 まゆみ∥作 絵 

ハルルさんのひでんのカレー すずき もも∥作 

ぐいーん！こうしょさぎょうしゃ 竹下 文子∥作 

どんないえにすみたい？ ジョージ メンドーサ∥文 

わたしがあんであげる せな けいこ∥作 絵 

２０ぴきのおしょうがつ たしろ ちさと∥作 絵 

コロネのおしりはどっち？ 塚本 ユージ∥著 

マリー・キュリー デミ∥作 

はたらくくるま 伊藤 アキラ∥詞 

ふゆのコートをつくりに 石井 睦美∥文 

せつぶんセブン もとした いづみ∥作 

ペースメーカーってなんだろう？ ハリエット ブランドル∥作 

あずきがゆばあさんととら ペク ヒナ∥絵 

みかんきょうだいのたんけん ホソカワ レイコ∥作 

ぱんだちゃん ＭＡＹＡ ＭＡＸＸ∥えとぶん 

いつつごうさぎとゆきのもり まつお りかこ∥作 絵 

すいどう 百木 一朗∥さく 

アンパンマンともりのひみつ やなせ たかし∥作 絵 

交通安全大王 よしなが こうたく∥さく 

おめんです ３（大型絵本） いしかわ こうじ∥作 絵 



紙芝居
かみしばい

 

じゃがいもへんしーん！ 間所 ひさこ∥脚本 

ゆきじぞう 重松 彌佐∥脚本 

えんえんえーん よこみち けいこ∥脚本 

火をとりにいったウサギ 津田 真一∥脚本 

えほうまきもぐもぐ 土田 義晴∥脚本 絵 

おにぎりおにぎり 長野 ヒデ子∥脚本 絵 

ハシビロガモのはしろう キム ファン∥脚本 

ちいさいおなべ 村田 エミコ∥脚本 絵 

 


