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日本の１００名城と続日本１００名城 萩原　さちこ

私たちはＡＩを信頼できるか 大澤　真幸 リノベーションのアイディア図鑑 エクスナレッジ

ギネス世界記録　２０２３
クレイグ・
グレンディ（編） 有元葉子の冷凍術 有元　葉子

６０代ひとり暮らし明るく楽しく生きる術 Ｍｉｍｉ

１５歳の壁 和田　秀樹 １色で刺す美しいホワイト刺しゅう アップルミンツ

不幸で不安な８０代健康で幸せな８０代 和田　秀樹 季節で楽しむ刺繍　おひつじの12か月 おひつじ

ハンドメイドのミニ財布 日本ヴォーグ社
かけらが語る地球と人類
１３８億年の大図鑑 ミニ　ミュージアム 柿のお菓子づくり 今井　ようこ

逆説の日本史　２７ 井沢　元彦 １０品を繰り返し作りましょう ウー・ウェン

古墳のひみつ 古代浪漫探究会 とんでもないお菓子作り 江口　和明

この人と、一緒にいるって決めたなら タサン　志麻
おいしいから作りたくなる
まいにち発酵ごはん オザワ　エイコ

徳川家康の素顔 小和田　泰経 小鍋仕立ての絶品鍋 小林　まさみ

京都の甘味さんぽ ホビージャパン 一生使えるスープと汁もの大全 吉澤　まゆ

東京カフェ日和 オフィス　クリオ
パンどろぼうの
せかいいちおいしいパンレシピ 吉永　麻衣子

栃木カフェ時間 ゆたり編集室
ラテアート＆デザインカプチーノ
上達ＢＯＯＫ 篠崎　好治（監）

ニュージーランドの大らかで自然に
寄りそう暮し３６５日 草野　亜希子 さつまいものお菓子 若山　曜子

ワタナベマキのいまどき乾物料理 ワタナベ　マキ

経営１２カ条 稲盛　和夫

嫌われない断り方６９フレーズ 井上　裕之 四季を彩る美しいヒンメリ 大岡　真奈
かがくの芽を育てる
しかけであそべる手作りおもちゃ 竹井　史 めでる張り子 アトリエおはよう

ＡＳＤ＜自閉症スペクトラム＞、
ＡＤＨＤ、ＬＤ女の子の発達障害 宮尾　益知

Ｄｉｓｎｅｙミッキーマウス
９０のひみつ 小宮山　みのり

子どもが伸びる「待ち上手」な親の習慣 庄子　寛之 よくわかるお香と線香の教科書
愛知県薫物
線香商組合（編）

子どもに大切なことが伝わる親の言い方 渡辺　弥生 藤井聡太の将棋入門 藤井　聡太（監）

日本の絶滅危惧生物図鑑 岩槻　邦男（編） ディズニーの英語コレクション　全１０巻
石原　真弓
英文解説

体がやわらかくなると血管が強くなる 家光　素行

転倒予防の名医が教える長生き足体操 武藤　芳照
超シルバー川柳　９０歳以上のご長寿傑作選
毎日が宝もの編

みやぎ
シルバーネット

オトナ女子カラダの不調ゆるめる大百科 石原　新菜（監） 月の立つ林で 青山　美智子
６０代・７０代からの不調と痛みに効く！
キックボクシング・エクササイズ 生井　宏樹（監） 人でなしの恋 江戸川　乱歩

黒石（ヘイシ） 大沢　在昌

世界の美しい城
フェリス・Ｇ・
ジェスティス ここだけのお金の使いかた アミの会

●●●技　術●●●

●●●歴　史●●●

●●●社会科学●●●

●●●芸　術●●●

●●●自然科学●●● ●●●言　語●●●

●●●文　学●●●

●●●哲　学●●●

塙町立図館 新着本リスト ２月号 

～簡単な手続きで予約もできます。どうぞご利用ください！～

●●●総　記●●●
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さっちゃんは、なぜ死んだのか？ 真梨　幸子 かける はらぺこめがね

任務 松本　清張 カベレオンのとなりのへやはどんなへや？ かべがみやほんぽ

耳の叔母 村田　喜代子 きょうりゅうバスでがっこう リウ・スーユエン

麻阿と豪 諸田　玲子 コールテンくんのポケット ドン・フリーマン

モノガタリは終わらない 朝井　リョウ（他） ことばどんどんたべもの 内田　麟太郎

教誨 柚月　裕子 この本はよまれるのがきらい ダビット・サンデン

産んでくれなんて頼んでないし シオリーヌ
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

日々臆測 ヨシタケ　シンスケ すいどう 百木　一朗

カズオ・イシグロを読む 三村　尚央 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）

われら闇より天を見る クリス・ウィタカー すばらしい季節 ターシャ・テューダー

怪談 ラフカディオ・ハーン たべもののまちＡＢＣｉｔｙ こた

てあらイーモうがイーモ わたなべ　あや

黒田長政 後藤　ひろみ とびらのむこうにドラゴンなんびき？ ヴァージニア・カール

津田梅子 高橋　うらら どんぐりころころむし 澤口　たまみ
中学生から身につけておきたい
賢く生きるための金融リテラシー 子どもの学び編集部

なにになるのかあててみて！
ひっぱってへ～んしん！ トリスタン・モリ

どうぶつことわざ辞典 小林　朋道（監） 二番目の悪者 林　木林

はじめての宇宙旅行ガイド　１ 寺薗　淳也（監） ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう　げんいちろう

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 のせのせせーの！ 斉藤　倫

やってみようソフトテニス 池村　清治 ノラネコぐんだんうみのたび 工藤　ノリコ

こどもに聞かせる一日一話
福音館書店
「母の友」編集部 はだかんぼう 林　木林

雨の日が好きな人 佐藤　まどか ぱくぱくはんぶん 渡辺　鉄太

うさぎのモニカのケーキ屋さん　１、２ 小手鞠　るい ヒッコリーの　きのみ 香山　美子

うんこめいろ大ぼうけん 杉山　実 ひかるめのなぞ ささき　ふみひこ

おばけとしょかん 斉藤　洋 ふゆのコートをつくりに 石井　睦美

黒と白のあいだで 斉藤　洋 ほん デイビッド・マイルズ

ごはん食べにおいでよ 小手鞠　るい ママってすごーい！ クリス・ホートン

ルルとララのティラミス あんびる　やすこ まよなかの魔女たち
エイドリアン・
アダムズ

スノーマン レイモンド・ブリッグズ まるがいいっ 林　木林

だれもしらない小さな家 エリナー・クライマー みち　 三浦　太郎

ひみつの地下図書館　３ アビー・ロングスタッフ もしも深海でくらしたら 山本　省三
モモンガのはいたつやさん
もりのいたずらっこ ふくざわ　ゆみこ

いぬのにっちゃんあきとふゆ あきくさ　あい ゆきのげきじょう 荒井　良二

おうちくん カワダ　クニコ ゆめぎんこうおじいちゃんのおともだち コンドウ　アキ

おばけじけん 山田　亜友美 ヨルとよる あさの　ますみ

かってもまけてもいいんだよ
オーレリー・シアン・
ショウ・シーヌ りんごのまほう うえだ　しげこ

カッパーノ 森くま堂 わくわくどうぶつしょうがっこう マリアンヌ・デュブク

●●●児童書●●●

●●●絵　本●●●


