
思考からの逃走 岡嶋 裕史 日経BP日本経済新聞出版本部

やってみよう資料保存 日本図書館協会資料保存委員会 日本図書館協会

ブックスタートの20年 ブックスタート ブックスタート

苦しかったときの話をしようか 森岡 毅 ダイヤモンド社

本当の「心の強さ」ってなんだろう? 齋藤 孝 誠文堂新光社

ちょうどいい孤独 鎌田 實 かんき出版

鎌倉殿の13人　北條義時とその時代 NHK出版

挑戦　常識のブレーキをはずせ 山中 伸弥 講談社

ヒトの壁 養老 孟司 新潮社

永田町動物園 亀井 静香 講談社

許認可等申請マニュアル 許認可等申請研究会 新日本法規出版

桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか? 高橋 創 ダイヤモンド社

あいつゲイだって 松岡 宗嗣 柏書房

ルポ路上生活 國友 公司 KADOKAWA

お父さん、お母さんが知っておきたい
ダニとアレルギーの話

高岡 正敏 あさ出版

つらくなる前に知っておきたい閉経のきほん 上田 嘉代子 池田書店

発酵来福レシピ おの みさ 山と溪谷社

生姜屋さんとつくったまいにち生姜レシピ こてら みや 池田書店

今さら聞けない除草剤の話きほんのき 農文協 農山漁村文化協会

代かき名人になる! 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会

CHOCOLATE ドム　ラムジー 東京書籍

大谷翔平 常識を超えた100の秘密 インテルフィン

日本語はこわくない 飯間 浩明 PHP研究所

2･3月新着本紹介
実用書



ボタニカ 朝井 まかて 祥伝社

母の待つ里 浅田 次郎 新潮社

パラソルでパラシュート 一穂 ミチ 講談社

神曲 川村 元気 新潮社

R.I.P. 安らかに眠れ 久坂部 羊 講談社

誰かがこの町で 佐野 広実 講談社

シリウスの反証 大門 剛明 KADOKAWA

真夜中のマリオネット 知念 実希人 集英社

はじめての 島本 理生 水鈴社

李王家の縁談 林 真理子 文藝春秋

山亭ミアキス 古内 一絵 KADOKAWA

矢印 松尾 スズキ 文藝春秋

桜風堂夢ものがたり 村山 早紀 PHP研究所

教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼 集英社

残月記 小田 雅久仁 双葉社

あの夏が飽和する。 カンザキ イオリ 河出書房新社

夜行秘密 カツセ マサヒコ 双葉社

老父よ、帰れ 久坂部 羊 朝日新聞出版

ブラックボックス 砂川 文次 講談社

鑑定人 氏家京太郎 中山 七里 双葉社

御坊日々 畠中 恵 朝日新聞出版

終わりの歌が聴こえる 本城 雅人 幻冬舎

疼くひと 松井 久子 中央公論新社

ブラックウェルに憧れて 南 杏子 光文社

佐方貞人シリーズ１ 最後の証人 柚月 裕子 宝島社

佐方貞人シリーズ２ 検事の本懐 柚月 裕子 宝島社

佐方貞人シリーズ３ 検事の死命 柚月 裕子 宝島社

佐方貞人シリーズ４ 検事の信義 柚月 裕子 KADOKAWA

オリンピックにふれる 吉田 修一 講談社

文学



女だてら 麻布わけあり酒場 風野 真知雄 幻冬舎

女だてら 麻布わけあり酒場３　夢泥棒 風野 真知雄 幻冬舎

女だてら 麻布わけあり酒酒場４　涙橋の夜 風野 真知雄 幻冬舎

女だてら 麻布わけあり酒場６　逃がし屋小鈴 風野 真知雄 幻冬舎

女だてら 麻布わけあり酒場７　別れ船 風野 真知雄 幻冬舎

女だてら 麻布わけあり酒場８　噓つき 風野 真知雄 幻冬舎

女だてら 麻布わけあり酒場９　星の河 風野 真知雄 幻冬舎

女だてら 麻布わけあり酒場１０　町の灯り 風野 真知雄 幻冬舎

ドクター・ホワイト１ 千里眼のカルテ 樹林 伸 KADOKAWA

ドクター・ホワイト２ 神の診断 樹林 伸 KADOKAWA

北条義時 「武士の世」を創った男 嶋津 義忠 PHP研究所

酔いどれ小藤次２２　光る海 佐伯 泰英 文藝春秋

吉原裏同心３２　まよい道 佐伯 泰英 光文社

吉原裏同心３３　赤い雨　 佐伯 泰英 光文社

吉原裏同心３４　乱癒えず 佐伯 泰英 光文社

吉原裏同心３５　祇園会　 佐伯 泰英 光文社

吉原裏同心３６　陰の人　 佐伯 泰英 光文社

空也十番勝負６ 異変ありや 佐伯 泰英 文藝春秋

婚活探偵 大門 剛明 双葉社

あきない世傳金と銀１２ 出帆篇 高田 郁 角川春樹事務所

またあおう しゃばけ外伝 畠中 恵 新潮社

旅屋おかえり 原田 マハ 集英社

丘の上の賢人　旅屋おかえり 原田 マハ 集英社

糸車 全２巻 宇江佐 真理 大活字文化普及協会

満蒙開拓青少年義勇軍物語 伊藤 純郎 信濃毎日新聞社

安曇野に生きる 宮本 尚子 安曇野市豊科郷土博物館

熊井みつ子句集 草に傅く 熊井 みつ子 岳書館

別所線百年物語 今尾 恵介 信濃毎日新聞社

郷土

文庫

大活字



名探偵コナン　89～92巻 青山 剛昌 小学館

ソムリエール　12～15巻 城 アラキ 集英社

ドラえもんプラス　5巻 藤子　F　不二雄 小学館

ヲタクに恋は難しい　11巻 完結 ふじた 一迅社

そばもん　全20巻 山本 おさむ 小学館

錯視で遊ぼう 杉原 厚吉 誠文堂新光社

捨てないパン屋の挑戦 井出 留美 あかね書房

QuizKnockクイズで学ぶ47都道府県 QuizKnock KADOKAWA

みんなに好かれなくていい 和田 秀樹 小学館

なぜ私たちは理系を選んだのか 桝 太一 岩波書店

さらに!できるかな?
人体おもしろチャレンジMAX

坂井 建雄 えほんの杜

日本郵政のひみつ 工藤 ケン 学研プラス

じゅうじゅうじゅう あずみ虫 福音館書店

しあわせをさがしているきみに エヴァ　イーランド ほるぷ出版

おめんです ３ いしかわ こうじ 偕成社

なぞなぞはじまるよ 3 おおなり 修司 絵本館

る さいとう しのぶ PHP研究所

ちいさなちいさなこねこをさがして さかい さちえ 教育画劇

ようかいむらの にこにこまめまき たかい よしかず 国土社

やっぱりじゃない! チョー ヒカル フレーベル館

じゃない! チョー ヒカル フレーベル館

これ なーんだ？ からだ 中尾  淳子 ベネッセコーポレーション

これ なーんだ？ どうぶつ 中尾  淳子 ベネッセコーポレーション

おもち 彦坂 有紀 福音館書店

ひなまつりセブン もとした いづみ 世界文化ワンダークリエイト

絵本

児童書

コミック


