
あたらしく購入した本　 （１/５～１/６） 2023年1月7日作成

◇中央図書館

〈一般〉

日本マクドナルド「挑戦と変革」の経営　 “スマイル”と共に歩んだ５０年 日本マクドナルド株式会社 東洋経済新報社 2022年9月 673.9/ﾆ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

サッカーはなぜ１１人対１１人で戦うのか？ ルチアーノ　ウェルニッケ 扶桑社 2022年10月 783.4/ｳ

ニッポンとサッカー　英国人記者の取材録 ショーン　キャロル ベースボール・マガジン社 2022年11月 783.4/ｷ

サッカーＷ杯クロニクル　永久保存版 サッカーマガジン∥編 ベースボール・マガジン社 2022年11月 783.4/ｻ

　鮮やかに甦る激闘の記憶 歴史をひも解き、日本、そして世界のサッカーを振り返る

Ｗｏｒｌｄ  Ｃｕｐの記憶 少年とテレビとサッカーと 福田  泰久 春陽堂書店 2022年11月 783.4/ﾌ

キュレーターの殺人 Ｍ  Ｗ  クレイヴン 早川書房 2022年9月 B933/ｸ

悪と無垢 一木　けい ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年10月 F/ｲﾁ

サブスクの子と呼ばれて 山田　悠介 河出書房新社 2022年10月 F/ﾔﾏ

〈ティーンズ〉

イコトラベリング１９４８－ 角野　栄子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年9月 SF/ｶﾄﾞ

〈児童〉

きみと１００年分の恋をしよう いつもきみのとなり 〔８〕 折原　みと 講談社 2022年9月 91/ｵ/8

ぐうたら魔女ホーライ来る！ 魔女が相棒？ 柏葉　幸子 理論社 2022年10月 91/ｶ

星空としょかんのジュリエット 小手鞠　るい 小峰書店 2022年10月 91/ｺ

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

●新着資料リスト●



あたらしく購入した本　 （１/７～１/２０） 2023年1月21日作成

◇中央図書館

〈一般〉

「神様」のいる家で育ちました 宗教２世な私たち 菊池  真理子 文藝春秋 2022年10月  726/ｷ

眞野先生。本が傷んだら修理するだけじゃダメってホント？ 眞野  節雄∥監修 ＤＢジャパン 2022年9月 014.6/ｼ

  ストーリーでわかる図書館の資料保全の考え方

絵本はホスピタリティの宝箱 エピソード３３ 元気が湧く∥編 かもがわ出版 2022年11月 019.5/ｹﾞ

たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典 ２０２３～２０２４年版 たまごクラブ∥編 ベネッセコーポレーション 2022年11月 148.3/ﾀ

統一協会の何が問題か 人を隷属させる伝道手法の実態 郷路  征記 花伝社 2022年11月 169.2/ｺﾞ

神主はつらいよ とある小さな神社のあまから業務日誌 新井  俊邦 自由国民社 2022年11月 175.7/ｱ

比叡山大阿闍梨  心を掃除する 光永  圓道 小学館 2022年11月 188.4/ﾐ

ケルトの世界 神話と歴史のあいだ 疋田  隆康 疋田  隆康 2022年11月 230.3/ﾋ

ロシアの思考回路 その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層 三浦  清美 扶桑社 2022年11月 238/ﾐ

世界のすごいホテル 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2022年10月 290.9/ﾁ

高校生就職面接の受け方答え方 ’２４年版 成美堂出版 2022年12月 307.8/ｺ/ｱｶ

好かれる人の神対応  嫌われる人の塩対応 大野  萌子 幻冬舎 2022年11月 361.4/ｵ

コロナ禍の外国人実習生 外国人実習生ＳＮＳ相談室より 榑松  佐一 風媒社 2022年10月 366.8/ｸ

老人をなめるな 下重  暁子 幻冬舎 2022年9月 367.7/ｼ

世界を支えるすごい数学 ＣＧから気候変動まで イアン  スチュアート 河出書房新社 2022年10月 410.4/ｽ

微分  積分 誕生から微分方程式まで！微分積分がゼロからわかる！！ 高橋  秀裕∥監修 ニュートンプレス 2022年11月 413.3/ﾋﾞ

オスとは何で、メスとは何か？ 「性スペクトラム」という最前線 諸橋  憲一郎 ＮＨＫ出版 2022年10月 467.3/ﾓ

わくわくする脳 リアル・トーク・メーターってなに？ 郭  水泳 毎日新聞出版 2022年10月 490.4/ｶ

外反母趾  痛み・変形自力で克服！  熊井  司 文響社 2022年9月 494.77/ｸ

  足の名医が教える最新１分体操大全

世界から忘れられた廃墟 誕生・繁栄・破滅の物語 トラビス  エルボラフ　他 日経ナショナルジオグラフィック 2022年11月 520/ｴ

ムラヨシマサユキのぐる混ぜおやつパウンドケーキとマフィン ムラヨシ  マサユキ 主婦と生活社 2022年10月 596.65/ﾑ

ふたりではじめるおいしい妊活レシピ 栄養満点！ 宮﨑  薫∥監修 大泉書店 2022年10月 598.3/ﾌ

トコトンやさしい物流の本 第２版 鈴木  邦成 日刊工業新聞社 2022年10月 675.4/ｽ

知られざる国鉄遺産エキナカ もう一つの鉄道１５０年 髙木  豊 日刊工業新聞社 2022年10月 686.5/ﾀ

「表現の不自由展」で何があったのか 臺  宏士　他 緑風出版 2022年11月 706.9/ﾀﾞ

日本の美しい神秘風景 パイインターナショナル 2022年10月 748/ﾆ

鎌倉殿の１３人 完結編 ＮＨＫ出版 2022年11月 778.8/ｶ

用字用語新表記辞典 天沼  寧　他∥編 第一法規 2022年11月 816/ｱ

カズオ・イシグロを読む 三村  尚央 水声社 2022年10月 930.2/ｲ

木曜殺人クラブ 〔２〕 二度死んだ男 リチャード  オスマン 早川書房 2022年11月 933.7/ｵ/2

警視庁総合支援課 誤ちの絆 堂場  瞬一 講談社 2022年8月 BF/ﾄﾞｳ

おもみいたします あさの  あつこ 徳間書店 2022年11月 F/ｱｻ

熱風至る １ 井上  ひさし 幻戯書房 2022年11月 F/ｲﾉ/1

熱風至る ２ 井上  ひさし 幻戯書房 2022年11月 F/ｲﾉ/2

鬼人幻燈抄 昭和編 中西  モトオ 双葉社 2022年10月 F/ﾅｶ

耳の叔母 村田  喜代子 書肆侃侃房 2022年10月 F/ﾑﾗ

吹上奇譚 第４話 吉本  ばなな 幻冬舎 2022年10月 F/ﾖｼ/4

総特集  青池保子 青池  保子 河出書房新社 2022年10月 Y726/ｱ

  船乗り！泥棒！王様！スパイ！－キャラが物語をつくる 

〈ティーンズ〉

君は君の人生の主役になれ 鳥羽  和久 筑摩書房 2022年10月 S159/ﾄ

１５歳の壁 乗り越えた先に見えてくる君の未来 和田  秀樹 合同出版 2022年10月 S159/ﾜ

面接官に好印象を与える高校入試面接のオキテ５５ 改訂版 常本  浩幸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年10月 S376/ﾂ

●新着資料リスト●



〈児童〉

日本の歴史 １６ 多様化する社会 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年10月 21/ﾆ/16

国際会議の大事典 ＳＤＧｓから知る世界の会議 鈴木  一人　ほか∥監修 くもん出版 2022年10月 31/ｺ

１０歳から使ってほしいみんなのお金とサービス大事典 井手  英策 誠文堂新光社 2022年10月 36/ｲ

  格差社会の不安にそなえるお守りＢＯＯＫ

作ろう！フライドチキンの骨格標本 よくわかる恐竜と鳥の骨学入門 志賀  健司 緑書房 2022年11月 45/ｼ 

ヘビくん  ブランコくん おおぎやなぎ  ちか アリス館 2022年10月 91/ｵ

四つ子ぐらし １３ プレゼントに思いをこめて ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年11月 91/ﾋ/13

まてまてあんぱん こまつ  のぶひさ∥脚本 童心社 2022年10月 C

アリューシャン☆マジック あべ  弘士 のら書店 2022年10月 E/ｱ

てんじもよー 点字資料 みてまなぶてんじえほん いど  ともこ ポエムピース 2022年10月 E/ｲ

荒大名の茶の湯 「難波戦記」より 岡本  よしろう 講談社 2022年10月 E/ｵ

ぶるばびぶーん くるまのえほん ささき  しゅん 福音館書店 2022年10月 E/ｻ

２０ぴきのおしょうがつ たしろ  ちさと ひかりのくに 2022年12月 E/ﾀ

アントンせんせい  こまったときはおたがいさま 西村  敏雄 講談社 2022年10月 E/ﾆ

くまの子ウーフのたからもの 広瀬  弦 ポプラ社 2022年10月 E/ﾋ

みち 三浦  太郎 あすなろ書房 2022年10月 E/ﾐ

どきどきキッチンサーカス 山村  浩二 福音館書店 2022年10月 E/ﾔ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

ＮＨＫおかあさんといっしょ  最新ベスト おたすけ！およよマン 花田  ゆういちろう　他∥うた ポニーキャニオン 2021年10月 CD314/ｴ

月の光  ～リサイタル・ピース第１集 反田  恭平∥ピアノ 日本コロムビア 2017年6月 CD819/ｿ

〈高千帆分館〉

はぐれ又兵衛例繰控 ６ 理不尽なり 坂岡  真 双葉社 2022年11月 BF/ｻｶ/6

動物探偵ミア 〔１２〕 ダイアナ  キンプトン ポプラ社 2022年11月 93/ｷ/12

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



あたらしく購入した本　 （１/２１～１/２７） 2023年1月28日作成

◇中央図書館

〈一般〉

不幸で不安な８０代　健康で幸せな８０代 和田　秀樹 新星出版社 2022年11月 159.7/ﾜ

宗教を「信じる」とはどういうことか 石川　明人 筑摩書房 2022年11月 160/ｲ

統一教会マインド・コントロールのすべて 郷路　征記 花伝社 2022年11月 169.2/ｺﾞ

統一教会　何が問題なのか 文藝春秋∥編 文藝春秋 2022年11月 169.2/ﾌﾞ

かけらが語る地球と人類１３８億年の大図鑑 ミニ　ミュージアム（他） 河出書房新社 2022年10月 202.5/ﾐ

新説　家康と三方原合戦　生涯唯一の大敗を読み解く 平山  優 ＮＨＫ出版 2022年11月 210.4/ﾋ

語られざる占領下日本　公職追放から「保守本流」へ 小宮　京 ＮＨＫ出版 2022年10月 210.7/ｺ

家康の都市計画　百万都市の礎を築いた天下人のまちづくり戦略 谷口  榮∥監修 宝島社 2022年11月 213.6/ｲ

福岡カフェ時間　こだわりのお店案内 メイツユニバーサルコンテンツ 2022年10月 291.9/ﾌ

風土記博物誌　神、くらし、自然 三浦  佑之 岩波書店 2022年10月 291/ﾐ

るるぶソウル ’２３ ＪＴＢパブリッシング 2022年12月 292.1/ﾙ/23

るるぶ台北 ’２３ ＪＴＢパブリッシング 2022年12月 292.2/ﾙ/23

ゼレンスキーの真実 レジス　ジャンテ（他） 河出書房新社 2022年11月 312.3/ｼﾞ

クレムリンの殺人者　 ジョン　スウィーニー 朝日新聞出版 2022年11月 312.3/ｽ

　プーチンの恐怖政治、ＫＧＢ時代からウクライナ侵攻まで

地図でスッと頭に入る世界の民族と紛争 祝田  秀全∥監修 昭文社 2022年11月 316.8/ﾁ

最新　行政法のしくみ　図解で早わかり 木島　康雄∥監修 三修社 2022年10月 323.9/ｻ

ＮＡＴＯ冷戦からウクライナ戦争まで 村上　直久 平凡社 2022年11月 329.3/ﾑ

隣人のあなた　「移民社会」日本でいま起きていること 安田　菜津紀 岩波書店 2022年11月 329.9/ﾔ

ランサムウェアから会社を守る　 佐藤　敦（他） 日経ＢＰマーケティング 2022年11月 336.1/ｻ/ﾁｬｲﾛ

　身代金支払いの是非から事前の防御計画まで

「国の借金は問題ない」って本当ですか？ 森永　康平 技術評論社 2022年10月 347.2/ﾓ

　森永先生！経済ど素人の私に、ＭＭＴの基本を教えてください。

陰謀論　民主主義を揺るがすメカニズム 秦  正樹 中央公論新社 2022年10月 361.4/ﾊ

非部落民の部落問題 朝治  武（他）∥編 解放出版社 2022年11月 361.8/ｱ

ルポ　特殊詐欺 田崎　基 筑摩書房 2022年11月 368.6/ﾀ

村八分 礫川  全次 河出書房新社 2022年10月 384.1/ｺ

３００枚の超精細な三次元画像で見る完全人体図鑑 トーマス　Ｏ　マクラケン∥編著 ニュートンプレス 2022年11月 491.3/ﾏ

公民連携まちづくり事例＆解説　エリア再生のためのＰＰＰ 日経アーキテクチュア∥編 日経ＢＰマーケティング 2022年11月 518.8/ﾆ

東電役員に１３兆円の支払いを命ず！　東電株主代表訴訟判決 河合　弘之（他）∥編 旬報社 2022年10月 543.5/ｶ

ワタナベマキのいまどき乾物料理 ワタナベ　マキ ＮＨＫ出版 2022年10月 596.3/ﾜ

トースターで作れる！おうちで簡単本格パン 松尾　美香 秀和システム 2022年11月 596.63/ﾏ

やさしいクレパス画　身近なものを描いてみよう！ 米津　祐介 誠文堂新光社 2022年11月 725.4/ﾖ

廃墟幻想　美しさを解き放つ儚き遺構たち 啝∥ｐｈｏｔｏ  ＆  ｔｅｘｔ インプレス 2022年11月 748/ﾜ

どうする家康　前編 ＮＨＫ出版 2023年1月 778.8/ﾄﾞ

大谷翔平　２０２２　伝説を超えた二刀流　特別報道写真集 岩手日報社 2022年11月 783.7/ｵ

司馬遼太郎の時代　歴史と大衆教養主義 福間  良明 中央公論新社 2022年10月 910.2/ｼ

旅する漱石と近代交通　鉄道・船・人力車 小島  英俊 平凡社 2022年11月 910.2/ﾅ

パラレルワールドのようなもの 文月　悠光 思潮社 2022年10月 911.5/ﾌ/ｸﾛ

４８歳で認知症になった母 美齊津  康弘∥原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年11月 916/ﾐ

いきている山 ナン　シェパード みすず書房 2022年10月 935.7/ｼ

子どものことを子どもにきく 杉山　亮 筑摩書房 2022年11月 B376/ｽ

　「うちの子」へのインタビュー８年間の記録 

家の中のすごい生きもの図鑑 久留飛  克明 山と渓谷社 2022年12月 B480/ｸ

長生きは老化のもと 土屋　賢ニ 文藝春秋 2022年11月 B914/ﾂ

うそつき王国とジェルソミーノ ジャンニ　ロダーリ 講談社 2022年11月 B973/ﾛ

家康を愛した女たち 植松　三十里 集英社 2022年11月 BF/ｳｴ

泣き娘 小島　環 集英社 2022年10月 BF/ｺｼﾞ

ジャクソンひとり 安堂　ホセ 河出書房新社 2022年11月 F/ｱﾝ

最後の鑑定人 岩井　圭也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 F/ｲﾜ

家康と信康　父と子の絆 岳　真也 河出書房新社 2022年10月 F/ｶﾞｸ

鎌倉残影　歴史小説アンソロジー 朝井　まかて（他） ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年11月 F/ｶﾏ

●新着資料リスト●



どうする家康　１ 木俣  冬 ＮＨＫ出版 2022年12月 F/ｷﾏ

小さき王たち　激流 第３部 堂場　瞬一 早川書房 2022年10月 F/ﾄﾞｳ/3

さっちゃんは、なぜ死んだのか？ 真梨　幸子 講談社 2022年11月 F/ﾏﾘ

馬上の星　小説・馬援伝 宮城谷　昌光 中央公論新社 2022年11月 F/ﾐﾔ

安倍晋三ＭＥＭＯＲＩＡＬ 『月刊Ｈａｎａｄａ』編集部∥編 飛鳥新社 2022年11月 Y289/ｱ

文芸あさぎまだら　創刊号 文芸あさぎまだら編集委員会 2022年11月 Y910/ﾌﾞ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ

オールアラウンドユー 木下　龍也 ナナロク社 2022年10月 Y911/ｷ

〈ティーンズ〉

齋藤孝先生が選ぶ高校生からの読書大全 齋藤  孝 東京堂出版 2022年11月 S019/ｻ

情報学部　中高生のための学部選びガイド 漆原　次郎 ぺりかん社 2022年11月 S376/ｳ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

〈児童〉

ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌ　みんなのためのデジタル入門 藤子  Ｆ  不二雄∥まんが 小学館 2022年11月 00/ﾌ

ドラえもん探究ワールド  本の歴史と未来 藤子  Ｆ  不二雄∥まんが 小学館 2022年11月 02/ﾌ

絶滅動物　ＧＥＴ！角川の集める図鑑 髙桒  祐司∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年11月 48/ｾﾞ

は虫類・両生類　ＧＥＴ！角川の集める図鑑 加藤  英明∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年11月 48/ﾊ

絶滅してない！　ぼくがまぼろしの動物を探す理由 宗像　充 旬報社 2022年11月 48/ﾑ

からだ　学研の図鑑ＬＩＶＥ　なぜ？どうして？はじめてのこども図鑑 学研 2022年11月 49/ｶ

エムバペ　神速のストライカー イアン　スプラッグ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年11月 78/ｴ

おばけのアッチ　チとキがいない！ 角野　栄子 ポプラ社 2022年11月 91/ｶ

妖怪の子、育てます ２ 廣嶋  玲子 東京創元社 2022年11月 91/ﾋ/2

はんぴらり！まねき猫のおくりもの　７ 廣嶋　玲子 童心社 2022年11月 91/ﾋ/7

西遊記 名の巻 １５ 斉藤　洋 理論社 2022年11月 92/ｻ/15

だれもしらない小さな家 エリナー  クライマー 岩波書店 2022年10月 93/ｸ

カッパーノ いわさき　さとこ ＢＬ出版 2022年11月 E/ｲ

ピージョのごちそう祭り 川端　誠 偕成社 2022年11月 E/ｶ

かぼちゃスープのおふろ 柴田　ケイコ 小学館 2022年11月 E/ｼ

ラッキーカレー シゲタ　サヤカ 小学館 2022年11月 E/ｼ

ハルルさんのひでんのカレー すずき　もも アリス館 2022年11月 E/ｽ

すいどう 百木　一朗 福音館書店 2022年11月 E/ﾓ

きょうりゅうバスでがっこうへ リン　シャオペイ 世界文化社 2022年11月 E/ﾘ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

ＹＵＭＩＮＧ　ＢＡＮＺＡＩ！ 松任谷　由実 ユニバーサル ミュージック合同会社 2022年10月 CD131/ﾏ

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


