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◇中央図書館

〈一般〉

ＡＩはすべてを変える マーティン  フォード 日経ＢＰ日本経済新聞出版 2022年6月 007.3/ﾌ

読書会という幸福 向井  和美 岩波書店 2022年6月 015.6/ﾑ

こどもとしょかん １７３（２０２２春） 東京子ども図書館 2022年4月 016.2/ｺ

  東日本大震災復興支援事業「３．１１からの出発」十年間の試み

学習指導と学校図書館 塩谷  京子　他∥編著 放送大学教育振興会 2022年6月 017/ｼ

４７都道府県・博物館百科 可児  光生　他 丸善出版 2022年6月 069/ｶ

恋のトリセツ 黒川  伊保子 河出書房新社 2022年6月 143.1/ｸ

居場所がないのがつらいです みんなのなやみ  ぼくのこたえ 高橋  源一郎 毎日新聞出版 2022年7月 159/ﾀ

心がととのう新しい般若心経ＣＤ 見る・読む・聴くお守り 薬師寺  寛邦 学研プラス 2022年7月 183.2/ﾔ

空海 松長  有慶 岩波書店 2022年6月 188.5/ｸ

図説フランスの歴史 増補２版 佐々木  真 河出書房新社 2022年6月 235/ｻ

市民活動のはじめの一歩 一人ひとりが子どもの権利の支え手として 子どもの権利条約ネットワーク∥編 エイデル研究所 2022年3月 316.1/ｺ

ロシア・チェチェン戦争の６２８日 ウクライナ侵攻の原点に迫る 林  克明 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ 2022年6月 319.3/ﾊ

その規約、読みますか？ 義務的情報開示の失敗 オムリ  ベン＝シャハー　他 勁草書房 2022年5月 321.3/ﾍﾞ

イーロン・マスクの面接試験 ウィリアム  パウンドストーン 青土社 2022年5月 336.4/ﾊﾟ/ｱｶ

１日１時間で月１０万円の「のんびり副業」 戸田  充広 現代書林 2022年6月 366.2/ﾄ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

  初めてでも、ＳＮＳやネットに詳しくなくても、好きなことで楽しく稼げる！

ユーキャンの介護福祉士これだけ！一問一答８５０ ２０２３年版 ユーキャン介護福祉士試験研究会∥編 ユーキャン学び出版 2022年6月 369.1/ﾕ/23

ＧＩＧＡスクール時代の「ネットリテラシー」授業プラン 堀田  和秀　他 学芸みらい社 2022年7月 375/ﾎ

  「禁止・制限」より「安全な使い方」を教える！

先輩、研究ってどうやるんですか ストーリーで学ぶ研究のステップ 研究ステップ編集委員会 京都大学学術出版会 2022年6月 407/ｹ

ハロウィーンの料理帳 ヴァンサン  アミエル 原書房 2022年8月 596.4/ｱ

  魔女と吸血鬼のちょっと不気味な３０のレシピ

農業者になるには 大浦  佳代 ぺりかん社 2022年7月 611.7/ｵ/ｱｵ

ブルートレイン大図鑑 増補新装版 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人 2022年5月 686.2/ﾀ

ゴールデンカムイ ２９ 野田  サトル 集英社 2022年4月 726/ﾉ/29

ゴールデンカムイ ３０ 野田  サトル 集英社 2022年6月 726/ﾉ/30

ゴールデンカムイ ３１ 野田  サトル 集英社 2022年7月 726/ﾉ/31

キングダム ６５ 原  泰久 集英社 2022年6月 726/ﾊ/65

ブルーピリオド １２ 山口  つばさ 講談社 2022年5月 726/ﾔ/12

世界のふしぎな色の名前 城  一夫　他 グラフィック社 2022年6月 757.3/ｼﾞ

船村徹  不朽の３０曲 塩澤  実信 展望社 2022年7月 767.8/ﾌ

恐るべき子ども リュック・ベッソン『グラン・ブルー』までの物語 リュック  ベッソン 辰巳出版 2022年6月 778.2/ﾍﾞ

アジ釣りのすべて オールカラー図解 ルアー釣り  エサ釣り 主婦の友社 2022年7月 787.1 /ｱ

はじめてでも絶対わかる麻雀 点数計算もすぐわかる！ 日本プロ麻雀連盟∥監修 新星出版社 2022年7月 797.5/ﾊ

石垣りん詩集 石垣  りん 角川春樹事務所 2022年6月 911.5/ｲ/ｸﾛ

言葉の還る場所で 対談集 谷川  俊太郎　他 春陽堂書店 2022年6月 914.6/ﾀ

恐竜まみれ 発掘現場は今日も命がけ 小林  快次 新潮社 2022年7月 B457/ｺ

ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川  佐和子 文藝春秋 2022年6月 F/ｱｶﾞ

乱鴉の空（らんあのそら） 弥勒シリーズ あさの  あつこ 光文社 2022年8月 F/ｱｻ

明日へのペダル 熊谷  達也 ＮＨＫ出版 2022年6月 F/ｸﾏ

家庭用安心坑夫 小砂川  チト 講談社 2022年7月 F/ｺｻ

任俠楽団 今野  敏 中央公論新社 2022年6月 F/ｺﾝ

恋ふらむ鳥は（こふらむとりは） 澤田  瞳子 毎日新聞出版 2022年6月 F/ｻﾜ

予感〈ある日、どこかのだれかから電話が〉 清水  杜氏彦 双葉社 2022年6月 F/ｼﾐ

夢の街 大山  しのぶ ふるさと紀行編集部 2022年8月 Y916/ｵ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

葬送のフリーレン ＶＯＬ．７ アベ  ツカサ∥作画 小学館 2022年3月 S726/ｱ/7

葬送のフリーレン ＶＯＬ．８ アベ  ツカサ∥作画 小学館 2022年6月 S726/ｱ/8

住所、不定 スーザン  ニールセン 岩波書店 2022年6月 S 933 /ﾆ /

〈児童〉

世界の歴史 別巻 まるわかり地域史 羽田  正∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 20/ｾ

学研まんがＮＥＷ日本の歴史 別巻 文化遺産学習事典 別巻 学研プラス 2022年7月 21/ｶﾞ

学研まんがＮＥＷ日本の歴史 別巻 人物学習事典 別巻 学研プラス 2022年7月 21/ｶﾞ

津田梅子 女子高等教育にささげた生涯 髙橋  裕子∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 28/ﾂ

きょうは選挙の日。 塚本  やすし 汐文社 2022年6月 31/ﾂ

からだのきもち 境界・同意・尊重ってなに？ ジェイニーン  サンダース 子どもの未来社 2022年7月 36/ｻ

女子サッカー選手です。そして、彼女がいます 下山田  志帆 偕成社 2022年7月 36/ｼ

気象予報士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社 2022年7月 45/ｳ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

いきものとくらすための７つの約束 今泉  忠明 講談社 2022年6月 48/ｲ

うまれてくるよ海のなか 高久  至∥しゃしん アリス館 2022年6月 48/ﾀ

親子で作れる！摩訶不思議なサイエンススイーツ 太田  さちか 宝島社 2022年7月 59/ｵ/ﾘｮｳﾘ

ひろしまの満月 中澤  晶子 小峰書店 2022年6月 91/ﾅ

はんぴらり！ ６ 妖怪たちの大運動会 廣嶋  玲子 童心社 2022年7月 91/ﾋ/6

名探偵ポアロ  アクロイド殺し アガサ  クリスティー 早川書房 2022年6月 93/ｸ

庭にくるとり 石川  えりこ ポプラ社 2022年6月 E/ｲ

かきごおり 植垣  歩子 講談社 2022年6月 E/ｳ

あつめる！はこぶ！せいそうしゃ 岡本  よしろう 交通新聞社 2022年6月 E/ｵ

ロケットペンギン 北村  人 世界文化ワンダークリエイト 2022年7月 E/ｷ

恐竜トリケラトプスとウミトカゲ デイノケイルスをたすけるまき 黒川  みつひろ 小峰書店 2022年6月 E/ｸ

ドーナツペンタくん 柴田  ケイコ 白泉社 2022年6月 E/ｼ

ぼくはひこうき はっとり  ひろき 講談社 2022年6月 E/ﾊ

まっくらあそびしようよ！ はた  こうしろう ほるぷ出版 2022年6月 E/ﾊ

わたしとあなたのものがたり Ｋ  ロビンソン 光村教育図書 2022年6月 E/ﾛ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

ハロウィーン  キッズソング 日本コロムビア 2015年9月 CD312/ﾊ

戦場のメリークリスマス 30th anniversary sdition 坂本  龍一∥プロデュース ミディ 2013年11月 CD421/ｻ

交響曲ＵＢＥ完成披露メモリアルコンサート２０２１ 長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団∥演奏 エフエムきらら 2022年 CD811/ｺ

  宇部市制施行１００周年記念 宇部が交響曲のあるまちになる。

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。


