
No. 書名 著者名 出版者 請求記号 本のある場所

1 世界で読み継がれる子どもの本100 コリン　ソルター∥著 原書房 019.5   /ｿ       /        

2 小学校学年別知識読みもの240 福岡 淳子∥編 少年写真新聞社 019.5   /ﾌ       /        すべて

3 絵本専門士アナウンサーが教える心をはぐくむ読み聞かせ 杉上 佐智枝∥著 小学館クリエイティブ 019.53  /ｽ       /        一般書

4 思考の教室 戸田山 和久∥著 NHK出版 116     /ﾄ       /        新刊コーナー

5 世界の絶景超完全版 JTBパブリッシング 290.93  /        /        

6 日本の絶景超完全版 JTBパブリッシング 291.093 /        /        

7 北海道のトリセツ 昭文社 291.1   /        /        

8 この一冊で全部わかるビジネスモデル 根来 龍之∥著 SBクリエイティブ 336.1   /ﾈ       /        

9 たった3行で99%伝える!すごい箇条書きの技術 鈴置 貞治∥著 秀和システム 336.55  /ｽ       /        

10 フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。 きたみ りゅうじ∥著 日本実業出版社 345.1   /ｷ       /        

11 性のおはなしQ&A 浅井 春夫∥著 エイデル研究所 367.99  /ｱ       /        

12 ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ 加藤 映子∥著 かんき出版 379.9   /ｶ       /        

13 身近な科学が人に教えられるほどよくわかる本 左巻 健男∥編著 SBクリエイティブ 404     /ｻ       /        

14 あなたの中の動物たち 渡辺 茂∥著 教育評論社 481.78  /ﾜ       /        

15 やさしく解説産婦人科のおはなし 小松 一∥著 青春出版社プレミアム編集工房 495     /ｺ       /        

16 おとなの養生訓 當瀬 規嗣∥著 中西出版 498.3   /ﾄ       /        

17 かぎ針で編むキュートななりきり帽子&小物 寺西 恵里子∥著 日東書院本社 594.3   /ﾃ       /        

18 いい白髪ケア、やばい白髪ケア 伊熊 奈美∥著 小学館 595.4   /ｲ       /        

19 野菜たっぷり大量消費レシピ304 阪下 千恵∥著 新星出版社 596.37  /ｻ       /        

20 クッキーの絵本 えん93∥著 大泉書店 596.65  /ｴ       /        

21 図解でよくわかるスマート農業のきほん 野口 伸∥監修 誠文堂新光社 614.8   /ﾉ       /        

22 超図解・新しいマーケティング入門 博報堂マーケティングスクール∥著 日経BP 675     /ﾊ       /        

23 描いてわかる西洋絵画の教科書 ナカムラ クニオ∥著 玄光社 723     /ﾅ       /        

24 おとなになるのび太たちへ 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 726.1   /ﾌ       /        

25 金箔のコウモリ エドワード　ゴーリー∥著 河出書房新社 726.6   /ｺﾞ      /        

26 楽しい!美しい!情報を図で伝えるデザイン パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル 727     /ﾊﾟ      /        

27 ハルニレ 浦島 久∥著 IBCパブリッシング 748     /ｳ       /        

28 困ったときのおへやあそび 近藤 理恵∥著 かもがわ出版 750     /ｺ       /        

29 色の楽しみ 暮らしの図鑑編集部∥編 翔泳社 757.3   /ｼ       /        

30 本音の置き場所 バービー∥著 講談社 779.14  /ﾊﾞ      /        

31 乱都 天野 純希∥著 文藝春秋 913.6   /ｱ       /        

32 今度生まれたら 内館 牧子∥著 講談社 913.6   /ｳ       /        

33 もしかしてひょっとして 大崎 梢∥著 光文社 913.6   /ｵ       /        

34 とわの庭 小川 糸∥著 新潮社 913.6   /ｵ       /        

35 偶然にして最悪の邂逅 西澤 保彦∥著 東京創元社 913.6   /ﾆ       /        

36 北条五代  上 火坂 雅志∥著 朝日新聞出版 913.6   /ﾋ       /        

37 北条五代  下 火坂 雅志∥著 朝日新聞出版 913.6   /ﾋ       /        

38 JR上野駅公園口 柳 美里∥著 河出書房新社 913.6   /ﾕ       /        

39 寂聴残された日々 瀬戸内 寂聴∥著 朝日新聞出版 914.6   /ｾ       /        

2021年1月18日　剣淵町絵本の館　新着図書一覧（一般書）


