
No. 書　　　　名 著 者 名 出 版 社

1 愛する人を失ったときあなたに起こること 松家　かおり 日貿出版社 146　マ

2 クリスタル・ヒーリング実践ガイドブック フィリップ・パーマット 原書房 147　パ

3 一〇一歳の習慣 高橋　幸枝 飛鳥新社 159　タ 倫理学

4 帝国の最期の日々　上・下 パトリス・ゲニフェイ（編） 原書房 209　ゲ 世界史

5 花押・印章図典 吉川弘文館編集部（編） 吉川弘文館 210　カ 日本史

6 秋田　角館・乳頭温泉郷’１９ 昭文社 291　ア

7 石垣・宮古　竹富島・西表島’１９ 昭文社 291　イ

8 伊豆’１９ 昭文社 291　イ

9 沖縄’１９ 昭文社 291　オ

10 鎌倉　江の島’１９ 昭文社 291　カ

11 九州’１９ 昭文社 291　キ

12 仙台・松島　宮城’１９ 昭文社 291　セ

13 奈良’１９ 昭文社 291　ナ

14 箱根’１９ 昭文社 291　ハ

15 屋久島・奄美　種子島’１９ 昭文社 291　ヤ

16 るるぶにっぽんの動物園 ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 291　ル

17 ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿’１８～１９全国版 実業之日本社 291　ワ

18 マイナス５０℃の世界 米原　万里 角川学芸出版 S292　ヨ

19 るるぶケアンズ　ゴールドコースト ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 297　ル

20 経済用語イラスト図鑑 新星出版社 330　ス 経済

21 なぜか、いつも夫は他人ゴト。 ザビエル サンクチュアリ・パブリッシング 367　ザ

22 老後破産 ＮＨＫスペシャル取材班 新潮社 S367　エ

23 使える！保育のあそびネタ集　工作あそび編 井上　明美（編著）　 自由現代社 376　ツ

24 モンテッソーリ流たった５分で「言わなくてもできる子」に変わる本 伊藤　美佳 青春出版社 379　イ

25 心理学者・脳科学者が子育てでしていること、してないこと 杉山　崇 主婦の友社 379　ス

26 認知症になった家族との暮らしかた ナツメ社 493　ニ

27 イラスト図解１番わかりやすい糖質と血糖値の教科書 麻生　れいみ ジー・ビー 498　ア

28 朝１オイルでやせる！健康になる！ 周東　寛 徳間書店 498　シ

29 茶室露地大事典 淡交社 521　ナ

30 名建築の歴史図鑑 オーウェン・ホプキンス エクスナレッジ 523　ホ

31 小さな暮らしのはじめ方 地球丸 590　チ 家政学・生活科学

32 オトナ女子のお金の貯め方増やし方ＢＯＯＫ 新星出版社 591　オ 家庭経済・経営

33 こどもに作ってあげたいもの 日本ヴォーグ社 594　コ

34 ディズニーまんまるあみぐるみのつるし飾り 齊藤　郁子 ブティック社 594　サ

35 フェルトで作るかわいい和のお飾り ブティック社 594　フ

36 普段使いが可愛い小さな布花コサージュ 藤本　裕美 産業編集センター 594　フ

37 初めて作るかわいい練りきり和菓子 川嶋　紀子 産業編集センター 596　カ

38 季節の果実をめぐる１１４の愛で方、食べ方 中川　たま 日本文芸社 596　ナ

39 家庭の医学 主婦の友社（編） 主婦の友社 598　カ 家庭衛生

40 いちばんハッピーな幼児食ＢＯＯＫ 小池　澄子 成美堂出版 599　コ

41 いちばんハッピーな離乳食ＢＯＯＫ 小池　澄子 成美堂出版 599　コ

42 孫ができたらまず読む本 ＮＨＫ出版 599　ミ

43 単位と記号パーフェクトガイド 単位と記号パーフェクトガイド編集チーム 誠文堂新光社 609　タ 度量衡・計量法

44 仕立てて楽しむつる植物 土橋　豊（他） 誠文堂新光社 627　シ 花卉園芸

45 ＤＩＹを生かした小さな庭づくり 成美堂出版 629　デ 造園

46 クリーニング業界の裏側 鈴木　和幸 緑風出版 673　ス

47 ビルメンテナンススタッフになるには 谷岡　雅樹 ぺりかん社　 673　タ

48 グランドスタッフになるには 京極　祥江 ぺりかん社　 687　キ 航空運輸

49 ありがとうって言えたなら 瀧波　ユカリ 文藝春秋 726　タ 漫画

50 必携書画の落款 全国書道普及協会（編著） 秀作社出版 728　ヒ

51 心ゆたかにこれからのかな書道　新装版 渡邊　春雪 日貿出版社 728　ワ

52 天使の写真 仁木　岳彦　 主婦と生活社 748　ニ 写真集

食品・料理

◎◎ 塙町立図書館　   新着本リスト 卯月(4月)号 ◎◎
分　 類

●●●　一　般　書　●●●
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No. 書　　　　名 著 者 名 出 版 社 分　 類

53 樹脂粘土で作るニュアンスカラーのアクセサリーはないろ３２色 Ｈａｎａｈ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 751　ハ 陶磁工芸

54 紙パンダ！ 大原　まゆみ 日貿出版社 754　オ

55 折り紙からはじめるローズウィンドウ 平田　朝子 ブティック社 754　ヒ

56 エコクラフトで作る大人スタイルのかごとバッグ 古木　明美 河出書房新社 754　フ

57 おりがみで作る箱 布施　知子 誠文堂新光社 754　フ

58 氷上のドリアン・グレイ 鈴木　ふさ子 アーツアンドクラフツ 784　ス

59 夢を生きる　 羽生　結弦 中央公論新社 784　ハ

60 香の本　増補版 荻須　昭大 雄山閣 792　オ 香道

61 羽生善治の将棋辞典　新装版 羽生　善治 河出書房新社 796　ハ 将棋

62 おちゃめに１００歳！寂聴さん 瀬尾　まなほ 光文社 910　セ 日本文学

63 六輔五・七・五 永　六輔 岩波書店 911　エ 詩歌

64 荒仏師運慶 梓澤　要 新潮社 913　ア

65 長く高い壁 浅田　次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913　ア

66 お母さんと子どもの愛の時間 石川　結貴　 花伝社 913　イ

67 地検のＳ 伊兼　源太郎 講談社 913　イ

68 雪の階 奥泉　光 中央公論新社 913　オ

69 室町無頼 垣根　涼介 新潮社 913　カ

70 虚談 京極　夏彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913　キ

71 路上のＸ 桐野　夏生 朝日新聞出版 913　キ

72 祝葬 久坂部　羊 講談社 913　ク

73 死の島 小池　真理子 文藝春秋 913　コ

74 青くて痛くて脆い 住野　よる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913　ス

75 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋 913　セ

76 小説Ｘ 蘇部　健一 小学館 913　ソ

77 あきない世傳金と銀　５　転流篇　 高田　郁 角川春樹事務所 S913　タ

78 ワッハワッハハイのぼうけん 谷川　俊太郎 小学館 S913　タ

79 カーネーション 徳永　圭　 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913　ト

80 空の境界　上・下　２０周年記念版通常版 奈須　きのこ　 星海社 913　ナ

81 掟上今日子の色見本 西尾　維新 講談社 913　ニ

82 おまじない 西　加奈子 筑摩書房 913　ニ

83 大人になったら、 畑野　智美 中央公論新社 913　ハ

84 呪術 初瀬　礼 新潮社 913　ハ

85 スイート・ホーム 原田　マハ ポプラ社 913　ハ

86 それまでの明日 原　尞 早川書房 913　ハ

87 悲素　上・下 帚木　蓬生 新潮社 S913　ハ

88 ミライミライ 古川　日出男 新潮社 913　フ

89 エンディングノート 山本　譲司 光文社 913　ヤ

90 刑事の怒り 薬丸　岳 講談社 913　ヤ

91 光点　 山岡　ミヤ 集英社 913　ヤ

92 恐ろしき四月馬鹿 横溝　正史 柏書房 913　ヨ

93 鬼火 横溝　正史 柏書房 913　ヨ

94 雪割草 横溝　正史 戎光祥出版 913　ヨ

95 オンナの奥義 阿川　佐和子 文藝春秋 914　オ

96 酒の渚 さだ　まさし 幻冬舎 914　サ

97 シャーロック・ホームズの失われた災難 ジュリー・マキューラス（他編） 原書房 933　シ

98 オリジン　上・下 ダン・ブラウン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933　ブ

99 ハウスキーピング マリリン・ロビンソン 河出書房新社 933　ロ

100 特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー カズオ・イシグロ 早川書房 934　イ

101 アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェイコブス 紀伊國屋書店 936　ジ

102 こども武士道 日本図書センター K156　コ 武士道

103 逆境を乗り越える５０のヒント 植西　聰 ＰＨＰ研究所 K159　ギ 人生訓・教訓

104 今日は何の日？３６６日大事典 校内放送研究所（編） あかね書房 K209　キ 世界史

105 土方歳三と新選組 菱山　瑠子（画） 集英社 K210　ヒ 日本史

木竹工芸

冬季競技
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エッセイ

海外文学

●●●　児　童　書　●●●



No. 書　　　　名 著 者 名 出 版 社 分　 類

106 話したくなる世界の国旗 コンデックス情報研究所（編著） 清水書院 K288　ハ

107 木戸孝允と高杉晋作 梅屋敷　ミタ(画） 集英社 K289　キ

108 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典　1　内閣府・復興庁 こどもくらぶ(編） 岩崎書店 K317　セ

109 政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典　3　外務省・文部科学省 こどもくらぶ(編） 岩崎書店 K317　セ

110 戦争体験を「語り」・「継ぐ」 学研プラス K319　セ

111 みんなの命と生活をささえるインフラってなに？　5　ガス こどもくらぶ(編） 筑摩書房 K343　ミ 財政

112 アイヌの昔話　森でひろったふしぎな赤ちゃん アイヌ文化振興・研究推進機構 K388　ア 伝説・民話

113 そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫（写真） 小学館 K404　ソ 自然科学

114 星と星座 渡部　潤一（他） 小学館 K443　ホ 天文学

115 地球 丸山　茂徳(他） 小学館 K450　チ 地球科学

116 世界でいちばん高い山世界でいちばん深い海 ペイジ・チュー(画） パイ・インターナショナル K460　セ 生物化学

117 外来生物はなぜこわい？　1　外来生物ってなに？ 阿部　浩志 ミネルヴァ書房 K468　ガ

118 外来生物はなぜこわい？　2　陸の外来生物 阿部　浩志 ミネルヴァ書房 K468　ガ

119 恋するいきもの図鑑 カンゼン K481　コ

120 ハリセンボンがふくらんだ 鈴木　克美 あかね書房 K481　ハ

121 ゾウの長い鼻には、おどろきのわけがある！ 山本　省三 くもん出版 K489　ゾ

122 世界の働くくるま図鑑　上・下 スタジオタッククリエイティブ K537　セ 自動車工学

123 「牛が消えた村」で種をまく 豊田　直巳（写真） 農山漁村文化協会 K543　ウ

124 「負けてられねぇ」と今日も畑に 豊田　直巳（写真） 農山漁村文化協会 K543　マ

125 港のひみつ 学習研究社 K558　ミ 海洋工学

126 ゆうびん・手紙のひみつをたんけん！ スギヤマ　カナヨ 偕成社 K693　ユ 通信事業

127 世界の名画物語 ミック・マニング 六耀社 K720　セ 絵画

128 ビジュアル大相撲図鑑　決定版 汐文社 K788　ビ スポーツ

129 子どもにウケる将棋超入門 創元社編集部（編） 創元社 K796　コ 将棋

130 写真で読み解く語源大辞典　 あかね書房 K812　シ

131 写真で読み解くカタカナ語大辞典 あかね書房 K814　シ

132 写真で読み解く故事成語大辞典 あかね書房 K814　シ

133 写真で読み解くことわざ大辞典 あかね書房 K814　シ

134 写真で読み解く類義語大辞典 あかね書房 K814　シ

135 写真で読み解く俳句・短歌・歳時記大辞典 あかね書房 K911　シ 詩歌

136 じてんしゃのれるかな 平田　利之 あかね書房 K913　ジ

137 図書館の怪談 斉藤　洋 あかね書房 K913　ト

138 まじょのナニーさん女王さまのおとしもの 藤　真知子 ポプラ社 K913　マ

139 まじょのナニーさんにじのむこうへおつれします 藤　真知子 ポプラ社 K913　マ

140 レモンの図書室 ジョー・コットリル 小学館 K933　レ

141 あかいろうそく 新美　南吉 金の星社 E　ア

142 あけましてのごあいさつ すとう　あさえ ほるぷ出版 E　ア

143 あさがくるまえに ジョイス・シドマン 岩波書店 E　ア

144 アナベルとふしぎなけいと マック・バーネット あすなろ書房 E　ア

145 いきもの とだ　こうしろう 戸田デザイン研究室 E　イ

146 いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン 少年写真新聞社 E　イ

147 えんとつ町のプペル にしの　あきひろ 幻冬舎 E　エ

148 おいしそうなしろくま 柴田　ケイコ ＰＨＰ研究所 E　オ

149 おうさま ディック・ブルーナ 福音館書店 E　オ

150 おめでとうのさくらまんじゅう 西本　鶏介 絵本塾出版 E　オ

151 おもちおばけ ささき　ようこ ポプラ社 E　オ

152 がちょうのたんじょうび 新美　南吉 金の星社 E　ガ

153 こりすのおかあさん 浜田　廣介 金の星社 E　コ

154 しぜん とだ　こうしろう 戸田デザイン研究室 E　シ

155 すぽーつのほん ディック・ブルーナ 福音館書店 E　ス

156 せいかつ とだ　こうしろう 戸田デザイン研究室 E　セ

157 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 金の星社 E　セ

生態学
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●●●　絵本　●●●
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No. 書　　　　名 著 者 名 出 版 社 分　 類

158 だるまちゃんとかまどんちゃん 加古　里子 福音館書店 E　ダ

159 だるまちゃんとキジムナちゃん 加古　里子 福音館書店 E　ダ

160 だるまちゃんとはやたちゃん 加古　里子 福音館書店 E　ダ

161 きつねのおはなはん 中川　正文 福音館書店 E　チ

162 ともだちのやくそく 中川　ひろたか アリス館 E　ト

163 どうぶつ ディック・ブルーナ 福音館書店 E　ド

164 どんぐりと山猫 宮沢　賢治 金の星社 E　ド

165 のりもの とだ　こうしろう 戸田デザイン研究室 E　ノ

166 ハンカチやさんのチーフさん どい　かや 白泉社 E　ハ

167 飛行機しゅっぱつ！ 鎌田　歩 福音館書店 E　ヒ

168 へんてこライオンがいっぱい 長　新太 小学館 E　へ

169 ぼくののりものなあに はた　こうしろう ポプラ社 E　ボ

170 まほうの絵本屋さん 小手鞠　るい 出版ワークス E　マ

171 雪わたり 宮沢　賢治 金の星社 E　ユ

172 ル・コルビュジエ建築家の仕事 フランシーヌ・ブッシェ 現代企画室 E　ル

173 レ・ミゼラブル　前編 五島　夕夏 岩崎書店 E　レ

174 ろってちゃん ディック・ブルーナ 福音館書店 E　ロ

175 わたしのおひっこし イヴ・バンティング 光村教育図書 E　ワ

176 ベートーヴェン：交響曲第９番「合唱」 ｿﾆｰﾐｭｰｼﾞｯｸﾚｰﾍﾞﾙズ C　８

177 ベートーヴェン：交響曲第５番「運命」・第６番「田園」 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ C　８

絵本

●●●　ＣＤ　●●●

ＣＤ

簡単な手続きで予約もできます。どうぞご利用ください。


