
蕨市立図書館

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

青い風、きみと最後の夏 水瀬　さら スターツ出版 B(YA)

君のいない世界に、あの日の流星が降る いぬじゅん スターツ出版 B(YA)

メイジアン・カンパニー　4 佐島　勤 KADOKAWA B(YA)

わが家は幽世の貸本屋さん　[7] 忍丸 マイクロマガジン社 B(YA)

生きがい 茂木　健一郎 新潮社 B

いるいないみらい 窪　美澄 KADOKAWA B

風に訊け 佐伯　泰英 文藝春秋 B

日本人はどう死ぬべきか? 養老　孟司 新潮社 B

水無月家の許嫁 友麻　碧 講談社 B

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

図説本の歴史 樺山　紘一 河出書房新社 020

THINK AGAIN アダム・グラント 三笠書房 141      

かくれ繊細さんの「やりたいこと」の見つけ方 時田　ひさ子 あさ出版 146      Powered By Google

心が疲れない「正しい」休み方 るろうに KADOKAWA 146

夜、寝る前に読みたい宇宙の話 野田　祥代 草思社 440

気候危機がサクッとわかる本 森　朗 東京書籍 451

世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻　健男 笠間書院 502 書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

子育て世代のための快適移住マニュアル 金丸　知弘 誠文堂新光社 611 日本の合戦解剖図鑑 本郷　和人 エクスナレッジ 210

いつか小さくても自分の店を持つことが夢だった 秋葉　弘道 扶桑社 673 一冊でわかる室町時代 大石　学 河出書房新社 210.4

怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫　渉 KADOKAWA 686 鎌倉幕府と北条義時見るだけノート 小和田　哲男 宝島社 210.4

スポーツ毒親 島沢　優子 文藝春秋 780 イスタンブールで青に溺れる 横道　誠 文藝春秋 290

ゆるっと始めるキャンプ読本 こいし　ゆうか KADOKAWA 786 「政治」を地理学する 山崎　孝史 ナカニシヤ出版 312

田中角栄がいま、首相だったら 田原　総一朗 プレジデント社 312

※ここで紹介している新着図書は一部です。 生きるために必要な「法律」のはなし 木村　真実 ナツメ社 320

詳しくは図書館のホームページをご覧ください。 持ち家離婚 入江　寿 みらいパブリッシング 324

または右のQRコードからもアクセスできます。 会計の用語図鑑 石川　和男 KADOKAWA 336

お金が増える暮らしのルール えま KADOKAWA 338

40代から始める攻めと守りの資産形成 井出　真吾 日経BP 338

【本館】 〒335-0003  蕨市南町1丁目12番1号　℡ 048-444-4110 マイホーム山谷 末並　俊司 小学館 369

【交通アクセス】 京浜東北線蕨駅西口下車　徒歩15分 夢をつかむ力 松本　杏奈 KADOKAWA 376

　蕨駅西口からバスをご利用される方は、蕨市コミュニティバス「ぷらっとわらび」をご利用ください。 実力以上の結果を出す!「ゆじー式」学習法 ゆじー KADOKAWA 377

　南ルート乗車16分・15番バス停「蕨市立図書館」下車 下品大全 菅原　圭 河出書房新社 385

　※駐車場が狭いので、お車でのご来館はご遠慮ください。 桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持　よつば 新日本出版社 388

【ホームページ】https://www.city.warabi.saitama.jp/library/index.html

【その他】

【歴史 ・ 社会】

【文　庫】

注目の一冊

新着図書あんない

『夢をかなえるゾウ 0』

水野 敬也／著

出版者：文響社 出版年：2022年5月

「「夢」がないやて? ほな「夢の見つけ方」教えたろか」

主人公を「宇宙一の偉人に育てる」とガネーシャは宣言

したが、そもそも彼にはかなえたい夢がなくて…。ガネー

シャの生い立ちも明かされる、夢ゾウシリーズの原点。
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書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号 書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

名探偵は誰だ 芦辺　拓 光文社 ｱｼ 延びすぎた寿命 ジャン=ダヴィド・ゼトゥン 河出書房新社 490

ルコネサンス 有吉　玉青 集英社 ｱﾘ 脳は世界をどう見ているのか ジェフ・ホーキンス早川書房 491

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎 幻冬舎 ｲｻ 1日3分認知症にならない歌う脳トレ 吉田　勝明 青春出版社 493

天下を買った女 伊東　潤 KADOKAWA ｲﾄ 完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 長尾　和宏 講談社 493

香君　上 上橋　菜穂子 文藝春秋 ｳｴ 甲状腺の病気といわれたら 西川　光重 NHK出版 493

布武の果て 上田　秀人 集英社 ｳｴ 最新頭痛の治し方大全 丹羽　潔 扶桑社 493

くるまの娘 宇佐見　りん 河出書房新社 ｳｻ 繊細すぎるHSPのための子育てお悩み相談室 飯村　周平 マイナビ出版 493

夢伝い 宇佐美　まこと 集英社 ｳｻ 専門医が教える肝臓から脂肪を落とす食事術 尾形　哲 KADOKAWA 493

逆転のアリバイ 香納　諒一 光文社 ｶﾉ 脊柱管狭窄症 朝本　俊司 ベースボール・マガジン社 494

孤剣の涯て 木下　昌輝 文藝春秋 ｷﾉ 眼鏡生活から卒業できる最新・白内障治療 杉田　達 時事通信出版局 496

ワカレ花 けんご 双葉社 ｹﾝ 今日から減酒! 倉持　穣 主婦の友社 498

ベター・ハーフ 鴻上　尚史 講談社 ｺｳ 健康寿命を決める70の選択肢 森田　豊 扶桑社 498

渚の螢火 坂上　泉 双葉社 ｻｶ 子どもの姿勢ピン!ポーズ 西村　猛 主婦の友社 498

青春とシリアルキラー 佐藤　友哉 ホーム社 ｻﾄ 図解すぐ眠れる!すごいツボ押し 中根　一 ビジネス社 498

Y字橋 佐藤　洋二郎 鳥影社 ｻﾄ

情熱の砂を踏む女 下村　敦史 徳間書店 ｼﾓ

笙野頼子発禁小説集 笙野　頼子 鳥影社 ｼｮ 書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

ハロー・グッドバイ 小路　幸也 集英社 ｼｮ きれいに作れる帽子 赤峰　清香 主婦と生活社 593

競争の番人 新川　帆立 講談社 ｼﾝ その着物、どうする? 星　わにこ 河出書房新社 593

夏が破れる 新庄　耕 小学館 ｼﾝ お花のクロッシェバッグ 今村　曜子 アップルミンツ 594

戴天 千葉　ともこ 文藝春秋  ﾁﾊﾞ 新幹線と特急の刺しゅう ささき　みえこ 誠文堂新光社 594

隠し女小春 辻原　登 文藝春秋  ﾂｼﾞ

属国の銃弾 永瀬　隼介 文藝春秋  ﾅｶﾞ

咲かせて三升の團十郎 仁志　耕一郎 新潮社 ﾆｼ 書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

パパイヤ・ママイヤ 乗代　雄介 小学館 ﾉﾘ 石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原　洋子 主婦と生活社 596

花散る里の病棟 帚木　蓬生 新潮社 ﾊﾊ 一流シェフのレシピ大全 世界文化ブックス 596

スクイッド荘の殺人 東川　篤哉 光文社  ﾋｶﾞ おうちでできる世界のおそうざい 荻野　恭子 河出書房新社 596

マスカレード・ゲーム 東野　圭吾 集英社  ﾋｶﾞ 91歳のユーチューバー 道場　六三郎 主婦と生活社 596

にごりの月に誘われ 本城　雅人 東京創元社 ﾎﾝ ごはん作りの絶望に寄り添うレシピ 本多　理恵子 MdN 596

公孫龍　巻2 宮城谷　昌光 新潮社 ﾐﾔ 賛否両論笠原将弘 常備菜大事典 笠原　将弘 KADOKAWA 596

宗歩の角行 谷津　矢車 光文社 ﾔﾂ 失敗しない韓国ごはん&おつまみ キム　ヨンジョン 大泉書店 596

海蝶　[2] 吉川　英梨 講談社 ﾖｼ センイルスイーツ 長嶋　清美 大泉書店 596

恋せぬふたり 吉田　恵里香 NHK出版 ﾖｼ 大豆ミートでキレイやせ 牛尾　理恵 主婦の友社 596

この恋が運命じゃなくても、きみじゃなきゃダメだった。 小桜　菜々 スターツ出版  YA ｺｻﾞ 2品で満足。arikoの家和食 ariko 講談社 596

鍛冶屋ではじめる異世界スローライフ　6 たままる KADOKAWA YA ﾀﾏ 本格パン作り大全 松尾　美香 世界文化ブックス 596

【衣服・手芸】

【料  理】

【文  学】 【健  康】


