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◇中央図書館

〈一般〉

ゼロからはじめるＧｏｏｇｌｅサービス基本＆便利技 リンクアップ 技術評論社 2022年5月 007.5/ﾘ

意思決定が９割よくなる無意識の鍛え方 茂木  健一郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 145.1/ﾓ

教養としての神道 生きのびる神々 島薗  進 東洋経済新報社 2022年5月 170/ｼ

鏡の古墳時代 下垣  仁志 吉川弘文館 2022年5月 210.3/ｼ

オレたちの鎌倉殿 西股  総生 主婦と生活社 2022年4月 210.3/ﾆ

ピリカチカッポ 美しい鳥 知里幸恵と『アイヌ神謡集』 石村  博子 岩波書店 2022年4月 289.1/ﾁ

宮古島 伊良部島  下地島  来間島  池間島  多良間島  大神島 改訂版 地球の歩き方 2022年4月 291.9/ﾐ

石原慎太郎伝 大下  英治 エムディエヌコーポレーション インプレス 2022年4月 312.1/ｵ

タリバン台頭 混迷のアフガニスタン現代史 青木  健太 岩波書店 2022年3月 312.2/ｱ

学校でも会社でも教えてくれない「見た目」の教科書 乳原  佳代 ダイヤモンド社 2022年3月 336.4/ｳ/ｸﾛ

知りたいことがぜんぶわかる！つみたてＮＩＳＡ  ＆  ｉＤｅＣｏの超基本 酒井  富士子 学研プラス 2022年5月 338.1/ｻ

「コミュ障」のための社会学 生きづらさの正体を探る 岩本  茂樹 中央公論新社 2022年3月 361/ｲ

在宅報酬のきほんとしくみ ２０２２年診療報酬改定 イノウ∥編著 ソシム 2022年5月 364.4/ｲ

  ＆２０２１年介護報酬改定完全対応版

新・ｉＤｅＣｏ完全ガイド 得する「じぶん年金」超入門！！ 晋遊舎 2022年5月 366.4/ｼ/22

  ２０２２年新制度対応版

ひきこもり“心の距離”を縮めるコミュニケーションの方法 改訂版 山根  俊恵 中央法規出版 2022年4月 367.6/ﾔ

使える！保育のあそびネタ集  室内あそび５ 井上  明美∥編著 自由現代社 2022年4月 376.1/ｲ

障がいのある子の就学・進学ガイドブック 改訂新版 渡部  昭男 日本標準 2022年3月 378/ﾜ

子どもの才能を伸ばす５歳までの魔法の「おしごと」 丘山  亜未 青春出版社 2022年4月 379.9/ｵ

  世界で一番簡単なモンテッソーリ実践法

０～４歳  ことばをひきだす親子あそび 寺田  奈々 小学館 2022年4月 379.9/ﾃ

折口信夫「まれびと」の発見 おもてなしの日本文化はどこから来たのか？ 上野  誠 幻冬舎 2022年4月 382.1/ｳ

宇宙の秘密を解き明かす２４のスゴい数式 高水  裕一 幻冬舎 2022年3月 440.1/ﾀ

気候変動と「日本人」２０万年史 川幡  穂高 岩波書店 2022年4月 451.8/ｶ

世界で一番美しいクラゲ図鑑 海中を優美に浮遊する神秘的な生態 水口  博也　他∥編著 誠文堂新光社 2022年4月 483.3/ﾐ

ウルトラ図解 骨粗鬆症 いつまでも丈夫な骨でいられるために 竹内  靖博∥監修 法研 2022年4月 493.6/ｳ

家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本 内門  大丈∥監修 大和出版 2022年4月 493.75/ｶ

  正しい知識と向き合い方

がん治療薬まるわかりＢＯＯＫ 第２版 勝俣  範之∥編著 照林社 2022年3月 494.53/ｶ

メタバース さよならアトムの時代 加藤  直人 集英社 2022年4月 548/ｶ

吟醸酒の独り言 蝶谷  初男 三省堂書店 2022年3月 588.5/ﾁ

長生き地獄にならないための老後のお金大全 森永  卓郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 591/ﾓ

志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ タサン志麻 マガジンハウス 2022年5月 596/ﾀ/ｵﾚ

究極ずぼらおかず ちゃんと作るより、おいしい魔法のレシピ にじまま ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 596 /ﾆ /ｵﾚ

長谷美穂の１０分でできるごきげんレシピ 長谷  美穂 ワン・パブリッシング 2022年4月 596/ﾊ/ｵﾚ

食べて元気になる５５歳からのｏｎｅチンおかず 武蔵  裕子 主婦と生活社 2022年4月 596/ﾑ/ｵﾚ

レンチン！ごほうびひとりごはん ｒｉｎａ 学研プラス 2022年5月 596/ﾘ/ｵﾚ

至高のレンジ飯 面倒ぜんぶ省略！容器１つで感動レシピ１００ リュウジ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 596/ﾘ/ｵﾚ

るみのささっと和食 るみ ワン・パブリッシング 2022年6月 596.21/ﾙ

ラク弁当の本 長谷川  りえ ＥＤＩＴＯＲＳ 2022年6月 596.4/ﾊ

時短料理研究家ろこさんの冷凍コンテナ弁当 ろこ マガジンハウス 2022年2月 596.4/ﾛ

  調理時間０分朝チンするだけ 

植物と暮らす春夏秋冬のハーバルレシピ 伊能  美緒 山と溪谷社 2022年4月 617.6/ｲ

自分で育てて上手に使うハーブの便利帖 ブティック社 2022年5月 617.6/ｼﾞ

メダカ飼育読本 多彩な品種カタログと飼育＆繁殖ステップアップ 平野  威∥写真  編 笠倉出版社 2022年5月 666.9/ﾋ

東京ディズニーランドガイドブックｗｉｔｈ風間俊介 風間  俊介∥特別編集協力 講談社 2022年3月 689.5/ﾄ

瀬戸内国際芸術祭２０２２公式ガイドブック 北川  フラム　他∥監修 現代企画室 2022年4月 706.9/ｾ

大地の芸術祭 越後妻有 公式ガイドブック ２０２２ 北川  フラム　他∥監修 後妻有里山協働機構 2022年4月 706.9/ﾀﾞ/22

東大×マンガ 東大カルペ  ディエム 内外出版社 2022年5月 726.1/ﾄ

山田全自動と林家はな平の落語あるある 山田全自動　他 辰巳出版 2022年3月 779.1/ﾔ

てんまる 日本語に革命をもたらした句読点 山口  謠司 ＰＨＰ研究所 2022年4月 811.7/ﾔ

●新着資料リスト●



愛は忍ぶ  三浦綾子物語 挫折が拓いた人生 三浦  綾子 日本キリスト教団出版局 2022年4月 910.2/ﾐ

暦と暮らす 語り継ぎたい季語と知恵 宇多  喜代子 ＮＨＫ出版 2020年4月 911.3/ｳ/ﾁｬ

その言葉のおもしろルーツ 博学面白俱楽部 三笠書房 2022年5月 B812/ﾊ

掃除機探偵の推理と冒険 そえだ  信 早川書房 2022年5月 BF/ｿｴ

春のこわいもの 川上  未映子 新潮社 2022年2月 F/ｶﾜ

〈ティーンズ〉

親のことが嫌いじゃないのに「なんかイヤだな」と思ったときに読む本 藤木  美奈子 ＷＡＶＥ出版 2022年4月 S146/ﾌ

バブル 武田  綾乃 集英社 2022年4月 SBF/ﾀｹ

図書室のはこぶね 名取  佐和子 実業之日本社 2022年3月 SF/ﾅﾄ

〈児童〉

マンガでわかる！小学生のためのスマホ・ＳＮＳ防犯ガイド 佐々木  成三∥監修 主婦と生活社 2022年5月 00/ﾏ

調べるって、おもしろい！！ マンガでわかる小学生の調べる学習ガイド 図書館振興財団∥監修 岩崎書店 2022年4月 37/ｼ

りりかさんのぬいぐるみ診療所 〔２〕 わたしのねこちゃん かんの  ゆうこ 講談社 2022年4月 91/ｶ/2

絶体絶命ゲーム 廃墟の島で、最強中学決戦 １１ 藤  ダリオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 91/ﾌ/11

戦争をやめた人たち １９１４年のクリスマス休戦 鈴木  まもる あすなろ書房 2022年5月 E/ｽ

ぼくがおこるとおこること アンガーマネジメントのえほん 塚本  やすし 冨山房インターナショナル 2022年4月 E/ﾂ

おんぷちゃんとたいこ とよた  かずひこ ひさかたチャイルド 2022年5月 E/ﾄ

たなばたパーティーきらきらきらきら 山田  花菜 ほるぷ出版 2022年5月 E/ﾔ

〈高千帆分館〉

はぐれ又兵衛例繰控 ５ 死してなお 坂岡  真 双葉社 2022年5月 BF/ｻｶ/5

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


