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和泉市の電子図書館

新着資料一覧



2022.8

スーパーマーケットフラワーズ 奇跡についての小さな７つの物語 あいはらひろゆき 株式会社サニーサイド

一緒にお墓に入ろう 江上 剛 扶桑社

対岸の彼女 （文春ウェブ文庫） 角田 光代 文藝春秋

最後は会ってさよならをしよう 神田 澪 KADOKAWA

余命10年 小坂流加 文芸社

小説言の葉の庭 （角川e文庫） 新海 誠 KADOKAWA

里見八犬伝　1～4 滝沢 馬琴 グーテンベルク21

博士の長靴 瀧羽麻子 ポプラ社

ハケンアニメ! 辻村 深月 マガジンハウス

サイドストーリーズ （角川e文庫） 中田 永一［ほか］ KADOKAWA

わたしの美しい庭 凪良 ゆう ポプラ社

みんなの秘密 林 真理子 講談社

はつ恋 （ポプラ文庫） 村山 由佳 ポプラ社

恋文の技術 （ポプラ文庫） 森見 登美彦 ポプラ社

花屋さんが言うことには 山本幸久 ポプラ社

あまからカルテット 柚木 麻子 文藝春秋

三国志 完全版 上・下 吉川 英治 ゴマブックス

宮本武蔵 完全版 吉川 英治 ゴマブックス

横道世之介 （文春ウェブ文庫） 吉田 修一 文藝春秋

あしながおじさん ジーン・ウェブスター グーテンベルク21

秘密の花園 F.H.バーネット グーテンベルク21

火星の笛吹き レイ・ブラッドベリ グーテンベルク21

三銃士　上・下 アレクサンドル・デュマ グーテンベルク21

和泉市の電子図書館　新着資料一覧
小説（一般・児童）・エッセイ・文学・よみもの・ライトノベル

一般小説

https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=355069
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=259115
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=155277
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=289275
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=331946
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=190476
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=108697
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=352596
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=167717
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=190478
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=265126
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=307027
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=327846
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=311489
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=352598
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=163617
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=285572
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=283436
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=155272
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=108892
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=308163
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=308158
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=108814


ごきげんな散歩道 森沢明夫 春陽堂書店

ゲーテ詩集 ゲーテ グーテンベルク21

鹿の王 1～4 （角川つばさ文庫） 上橋 菜穂子 KADOKAWA

みんなが視える! （角川つばさ文庫） 黒 史郎［ほか］ KADOKAWA

視えるがうつる!? （角川つばさ文庫） 越水 利江子［ほか］ KADOKAWA

四年霊組こわいもの係 （角川つばさ文庫） 床丸 迷人 KADOKAWA

理花のおかしな実験室 1 お菓子づくりはナゾだらけ!? （角川つばさ文庫） やまもと ふみ KADOKAWA

理花のおかしな実験室 2 難問、友情ゼリーにいどめ! （角川つばさ文庫） やまもと ふみ KADOKAWA

理花のおかしな実験室 3 自由研究はあまくない!? （角川つばさ文庫） やまもと ふみ KADOKAWA

視えるがこわい! （角川つばさ文庫） 令丈 ヒロ子［ほか］ KADOKAWA

ディスカヴァー文庫　君と夏が、鉄塔の上 賽助 ディスカヴァー・トゥエンティワン

（あるいは）SFのある風景 文野はじめ ディスカヴァー・トゥエンティワン

あの日、ブルームーンに。 宮下恵茉 ポプラ社

YA（中学・高校生）向け・ライトノベル

エッセイ・その他文学

児童小説・よみもの

https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=349899
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=108930
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=310987
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=190737
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=190815
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=311102
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=310734
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=310745
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=310633
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=190813
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=351123
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=351494
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=337906


2022.8

賢者の書 喜多川泰 ディスカヴァー・トゥエンティワン

いちばんシンプルな世界の歴史 クリストファー・ラッセルズ［ほか］ 日本能率協会マネジメントセンター

図解世界の歴史 （「わかる!」本 「知っている…」が「わかる!」になる） カルチャーランド メイツ出版

日本史&世界史ビジュアル歴史年表 改訂新版 「わかる歴史年表」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

日本歴史地図 （「わかる!」本 「知っている…」が「わかる!」になる） 「日本歴史地図」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

手紙が語る歴史秘話 書簡と現代語訳で日本史の裏側を読み解く ～戦国武将から明治の文人まで～ 「江戸楽」編集部 メイツ出版

古墳のひみつ 古代浪漫探究会 メイツ出版

超リアル 戦国 武士と忍者の戦い図鑑 小和田哲男［ほか］ 株式会社ジー・ビー

読めば心が熱くなる！　中国古典１００話 山口謠司 三笠書房

一度は泊まりたい　超ユニークHOTEL JTBパブリッシング編 JTBパブリッシング

大人のアクティビティ！ - 日本でできる28の夢のような体験 - 小林希 ワニブックス

るるぶ北海道 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング

るるぶ名古屋'23 JTBパブリッシング編 JTBパブリッシング

大人の日帰り旅 2023 （JTBのMOOK） JTBパブリッシング

大阪　ぶらり古地図歩き　歴史探訪ガイド　改訂版 大阪歴史文化研究会 メイツ出版

関西周辺クルマで行く日帰り山歩き 木暮人倶楽部森林・山歩きの会 監修 メイツユニバーサルコンテンツ

るるぶ山陰 出雲 松江 鳥取 萩'23 JTBパブリッシング編 JTBパブリッシング

るるぶ沖縄 '23 （るるぶ情報版） JTBパブリッシング

暮らしの図鑑 漢方薬 知っておきたい漢方薬63×基礎知識×やさしい養生生活のコツ 櫻井大典 翔泳社

水族館めぐり G.B.編集部 株式会社ジー・ビー

動物園めぐり G.B.編集部 株式会社ジー・ビー

和泉市の電子図書館　新着資料一覧
実用書（一般・YA）

哲学

歴史

自然科学

https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=351306
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=356430
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=199632
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=360757
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=361044
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=360390
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=360623
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=357857
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=357302
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=351790
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=355148
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=331870
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=359631
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=338432
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=360553
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=360892
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=359634
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=325915
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=355927
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=357873
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=357847


日本のお寺・神社 絶壁建築めぐり 飯沼義弥［ほか］ 株式会社ジー・ビー

戦國の山めぐり 萩原さちこ 株式会社ジー・ビー

収納からワークスペース、子ども部屋まで　ちょっとの工夫でスペースを最大限活用！ - デッドスペースＤＩＹ 石井麻紀子 誠文堂新光社

ひとりぶんのスパイスカレー 印度カリー子 山と溪谷社

月間1200万人のレタスクラブWEBユーザーが選んだ　レタスクラブのベストレシピ レタスクラブ編集部 KADOKAWA

保存版 レタスクラブ特別編集　きれいな家をつくる「整理収納」術 レタスクラブ編集部 KADOKAWA

マンガでわかる赤ちゃんが病気のときあわてない本 保存版 あらい ぴろよ 主婦の友社

マンガで読む　育児のお悩み解決ＢＯＯＫ フクチ マミ 主婦の友社

主婦の給料、5兆円ほしー!!! 家事も育児もさらにパワーアップ編 鳥谷 丁子 KADOKAWA

茶トラのやっちゃん 類 KADOKAWA

ウサギ 電子書籍版 （小動物★飼い方上手になれる!） 大野 瑞絵 誠文堂新光社

ネイティブにきちんと伝わるビジネス英語　会話編　現場で本当に必要なフレーズ108 松井 こずえ Jリサーチ出版

しばんばん オオゴシ ヤステル KADOKAWA

くまのがっこうの子育て 子どもの心に寄り添う あいはらひろゆき 株式会社サニーサイド

はじめてのひらがな・カタカナ ブレット・メイヤー Jリサーチ出版

単語でカンタン!旅行中国語会話　改訂版 王 丹 Jリサーチ出版

単語でカンタン!旅行台湾語会話 潘 凱翔 Jリサーチ出版

単語でカンタン!旅行韓国語会話　改訂版 鶴見 ユミ Jリサーチ出版

単語でカンタン!旅行タイ語会話 中島 マリン［ほか］ Jリサーチ出版

デイビッド・セイン先生と英語で日本全国47都道府県めぐり デイビッド・セイン Jリサーチ出版

単語でカンタン!旅行英会話　改訂版 プレスワーズ Jリサーチ出版

単語でカンタン!SOS旅行英会話 リサ・ヴォート Jリサーチ出版

カイゾクとの地球儀航海 - １３歳からの地政学 田中孝幸 東洋経済新報社

産業

YA（中学・高校生）向け・社会科学

芸術

言語

技術

https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=357844
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=357861
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=355095
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=259283
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=338471
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=348411
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=315830
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=315926
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=299486
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=281366
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=217933
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=201554
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=286404
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=355070
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=310707
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=252706
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=202180
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=306271
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=201640
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=214727
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=202179
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=199101
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=355873


2022.8

親子で楽しく学ぶ!マインクラフトプログラミング （ぼうけんキッズ） Tech Kids School［ほか］ 翔泳社

超リアル 恐竜サバイバル図鑑 小林快次 株式会社ジー・ビー

LaQ どうぶつ園図鑑 世界文化社 世界文化社

パンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA

パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA

せかいいちまじめなレストラン （ほるぷ創作絵本） たしろ ちさと ほるぷ出版

わたしがノーベルしょうをとったわけ （はじめてのかがくえほん） ナカオ マサトシ フレーベル館

あんなにあんなに ヨシタケ シンスケ ポプラ社

えほん

和泉市の電子図書館　新着資料一覧
実用書（児童）・絵本

総記
（パソコン・IT・勉強法など）

科学
（自然・算数・理科・生き物など）

芸術
（折り紙・スポーツ・遊びなど）

https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=316965
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=357842
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=352457
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=310084
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=310314
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=326480
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=323409
https://web.d-library.jp/izumi/g0102/libcontentsinfo/?conid=328474

