
夫が倒れた！献身プレイが始まった  書医あづさの手控
死にたいけどトッポッキは食べたい１ 旅する練習
死にたいけどトッポッキは食べたい２ ヨンケイ！！  
瓶詰地獄 銀の夜  
天を測る 終の暮らし  ／曽野 綾子
野良犬の値段 イグジット  ／相場 英雄
当確師 十二歳の革命 コンジュジ ／木崎 みつ子
羊は安らかに草を食み 最後は会ってさよならをしよう  ／神田 澪
ラストは初めから決まっていた  累々
悪魔の夜鳴きそば  ／もちぎ ヴェルサイユ宮の聖殺人 ／宮園 ありあ
天気が良ければ訪ねて行きます  私のカレーを食べてください  
たかが殺人じゃないか  マスクは踊る

星ひとみの天星術 ／星 ひとみ ざんねんな日本史 ／本郷 和人
日本はこうしてつくられた  ／安部 龍太郎 マンガで読み解く真説・古事記 ／関 裕二
お坊さんが教える不安のトリセツ  ／三浦 性曉 昭和遺産へ、巡礼１７０３景 ／平山 雄

「非正規」六法 ／飯野 たから お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで  
英国の喫茶文化 ／クレア・マセット シリアの戦争で、友だちが死んだ  ／桜木 武史
金融のしくみがこれ１冊でしっかりわかる教科書 ／伊藤 亮太 何とかならない時代の幸福論 ／ブレイディみかこ他
２０４０年の未来予測 ／成毛 眞 超地政学で読み解く！
どこへ行っても恥をかかない世界の「常識」図鑑／御手洗 昭治 他 　　　　激動の世界情勢タブーの地図帳 ／黒井 文太郎
紙幣と旅する  ／高 康治 大江戸年中行事の作法

視力を失わないために今すぐできること  ／深作 秀春 自分にあるものだけを見る ／ジュミ・ソン
１日１杯脳のおそうじスープ ／内野 勝行 斉藤謠子のいま作りたいシンプルな服とかわいい小物
お医者さんが考えた瘦せる朝ごはん ／大塚 亮 ／斉藤 謠子
自衛隊感染予防ＢＯＯＫ  太らないスープ弁当＆夜遅スープ１０３レシピ  
なんにも考えたくない日はスープかけごはんで、いいんじゃない？ 大人のためのコーヒー絵本 ／アンヌ・カロン 他

／有賀 薫 ＴＨＥシンプル焼き菓子 ／藤野 貴子
家族が認知症かも？と思ったときのファーストブック  美しい世界の風景まちがい探し
肺炎 誤嚥・新型コロナ・ＣＯＰＤ  暮らしをまわす  ／本多 さおり
伝説の家政婦沸騰ワード１０レシピ  ／タサン志麻 たたかう免疫 ／ＮＨＫスペシャル取材班
「どんなときでも味方だよ」って伝えたい！ ／さざなみ
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一般＊文学

／野田 敦子 ／白戸 満喜子
／ペク セヒ ／乗代 雄介
／ペク セヒ ／天沢 夏月

／夢野 久作
／今野 敏

／百田 尚樹

／角田 光代

／真山 仁
／宇佐美 まこと
／小手鞠 るい ／松井 玲奈

／イ ドウ ／幸村 しゅう
／辻 真先 ／東海林 さだお

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」という遺言状を残して、大手製薬会社の御曹司が亡くなっ

た。学生時代に彼と交際していた弁護士の剣持麗子は、「犯人選考会」に参加し、数百億円ともいわ

れる遺産の分け前を獲得すべく、麗子は自らの依頼人を犯人に仕立て上げようと奔走するが…。

元彼の遺言状 新川 帆立 著



間取りのすごい新常識 警備員さんと猫 ／にごたろ
３６５日のしあわせ  ＧＡＣＫＴ超思考術 ／ＧＡＣＫＴ
雑種犬ゴンさんがダサかわいい  ／タユム 内なる町から来た話 ／ショーン・タン
うちのトイプーがアイドルすぎる。３ ／道雪 葵 ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り ／真藤 舞衣子
フリマアプリで人生をふりかえる  できるゼロからはじめるｉＰｈｏｎｅ １２/１２　ｍｉｎｉ/ＳＥ超入門
人志とたけし  ／杉田 俊介 ／法林 岳之
世界で一番美しい野生ネコ図鑑 ／水口 博也 他

こけももむらのゆうびんやさん  おだんごねこさま  
ねこのようしょくやさん  おそうじロボットのキュキュ  
たぬきのおまじない  ぼく、仮面ライダーになる！　セイバー編  

こぐまとブランケット はずかしかったらやってみて！　　
みたらみられた  
とっています にんじゃじゃ！　　
おひめさまのクローゼット  ぼく、うしになる  
アーヤと魔女 ようかいむらのどきどきひなまつり  
おさるちゃんのおしごと  そしておめでとう  

十二支えほん よくできました！  
３分間サバイバル  すこしずるいパズル ／たつなみ
なぞのおばけめいろ  動物のうんち図鑑  ／小宮 輝之
暗号クラブ１８　ミステリー・ツアーが呼んでいる はたらく細胞ウイルス＆細菌図鑑  

／吉田 純子

一般＊その他

／市原 淳

じどう＊えほん

／みなみ あきこ ／わたなべ あや 
／ＫＯＲＩＲＩ ／こもり まこと

／オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ 
／岡本 よしろう

／サトウ マサノリ 
／たかい よしかず

／樋勝 朋巳 ／えがしら みちこ

／丸山 誠司 ／のぶみ
／たなか ようこ 

／たけがみ たえ

じどう＊よみもの・そのた

／谷山 彩子
／粟生 こずえ

／ペニー・ワーナー

／双森 文

ＣＤ

タイトル名 歌手名 ジャンル
ＳＯＵＮＤＴＲＡＣＫＳ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 邦楽
ＡＫＩＲＡ 福山 雅治 邦楽
深海の街 松任谷 由実 邦楽
ポジションズ アリアナ・グランデ 洋楽
ワッツ・アップ　グレイテスト・ヒッツ　２０２０－２０２１ 洋楽
寝る１時間前から聞く快眠クラシック～Ｇｏｏｄ　Ｄｒｅａｍ～ クラシック
３５周年大全集 島津 亜矢 演歌
保育園・幼稚園・こども園で人気の令和キッズたいそうベスト 子ども

日曜日。ママがおでかけで、パパとしんちゃんはお留守番。 おやつにパン

ケーキを作るぞ、とはりきるパパは「おいしいおいしい呪文はなあに?

ぱっぷんぱっぷんパンケーキ!」と歌いだしました。ケーキはどんどんふく

らんで…。

ぱっぷんぱっぷんパンケーキ! タカタ カヲリ 作・絵

これらの新刊図書は、新刊コーナーでどうぞ！この他にも新刊図書入荷しています。

上記の図書が貸出し中の場合や、ご希望の図書が当館にない場合は、

お気軽に予約サービスやリクエストサービスをご利用ください。
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