
あたらしく購入した本　 （８/２７～９/２) 2022年9月3日作成

◇中央図書館

〈一般〉

朝日新聞政治部 鮫島　浩 講談社 2022年5月 070.2/ｻ

日本人として知っておきたい琉球・沖縄史 原口　泉 ＰＨＰ研究所 2022年6月 219.9/ﾊ

おとなの青春１８きっぷの旅〔２０２２〕 宝島社 2022年8月 291/ｵ

プーチンの野望 佐藤　優 潮出版社 2022年6月 312.3/ｻ

ミャンマーの矛盾　ロヒンギャ問題とスーチーの苦難 北川  成史 明石書店 2022年7月 316.8/ｷ

日本一バズる公務員 守時　健 扶桑社 2022年5月 318.5/ﾓ

魂の叫び　ゼレンスキー大統領１００の言葉 ゼレンスキー∥述 宝島社 2022年6月 319.3/ｾﾞ

ウクライナ戦争の衝撃 増田  雅之∥編著 インターブックス 2022年5月 319.3/ﾏ

平和を創る道の探求　ウクライナ危機の「糾弾」「制裁」を超えて 孫埼　享 かもがわ出版 2022年6月 319/ﾏ

ＭＭＴ講義ノート　貨幣の起源、主権国家の原点とは何か 島倉  原 白水社 2022年6月 331/ｼ

経済安全保障　異形の大国、中国を直視せよ 北村　滋 中央公論新社 2022年5月 332.1/ｷ

みずほ、迷走の２０年 河浪  武史 日経ＢＰマーケティング 2022年6月 338.6/ｶ

デマの影響力　なぜデマは真実よりも速く、広く、力強く伝わるのか？ シナン　アラル ダイヤモンド社 2022年6月 361.4/ｱ

私たちが声を上げるとき　アメリカを変えた１０の問い 和泉  真澄(他) 集英社 2022年6月 367.2/ｲ

逃げるが勝ち　脱走犯たちの告白 高橋　ユキ 小学館 2022年6月 368.6/ﾀ

非行少年たちの神様 堀井　智帆 青灯社 2022年9月 368.7/ﾎ

調査報道記者　国策の闇を暴く仕事 日野  行介 明石書店 2022年7月 369.3/ﾋ

遠い声をさがして　学校事故をめぐる〈同行者〉たちの記録 石井　美保 岩波書店 2022年6月 374/ｲ

指揮官たちの第二次大戦　素顔の将帥列伝 大木　毅 新潮社 2022年5月 392.8/ｵ

太陽系の謎を解く　惑星たちの新しい履歴書 ＮＨＫ「コズミックフロント」制作班（他） 新潮社 2022年6月 445/ｴ

せまりくる巨大地震　知っておくべき巨大地震と火山噴火の脅威 ニュートンプレス 2022年7月 453.2/ｾ

進化論の進化史　アリストテレスからＤＮＡまで ジョン　グリビン(他) 早川書房 2022年6月 467.5/ｸﾞ

遺伝学者、レイシストに反論する アダム　ラザフォード フィルムアート社 2022年6月 469.6/ﾗ

　差別と偏見を止めるために知っておきたい人種のこと 

家で死のう！　緩和ケア医による「死に方」の教科書 萬田  緑平 フォレスト出版 2022年7月 490.14/ﾏ

名医がやさしく教える最新不妊治療のすべて 辰巳　賢一 河出書房新社 2022年6月 495.48/ﾀ

パッと探せる！糖質量ハンドブック 食材・料理１４２０ 山岸  昌一∥監修 西東社 2022年6月 498.55/ﾊﾟ

誰のための排除アート？　不寛容と自己責任論 五十嵐　太郎 岩波書店 2022年6月 518.8/ｲ

無印良品の社員だけが知っている無印良品の「隠れ定番」 「心地よい暮らし」プロジェクト∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 590/ｺ

１秒片づけ　家じゅうのあーめんどくさいをささっと一瞬！に変える ａｋｉ 学研プラス 2022年5月 597.5/ｱ

産み方は生き方　自然なお産に願いを込めて 朝比奈　順子 リーブル出版 2022年4月 598.3/ｱ

共感ベース思考　 森　朝奈 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 673.7/ﾓ

　ＩＴ企業をやめて魚屋さんになった私の商いの心得

教養が身につく！日本の鉄道１５０年史　図解と写真でわかる 辻  良樹 徳間書店 2022年8月 686.2/ﾂ

ＮＨＫスペシャル取材班、「デジタルハンター」になる ＮＨＫミャンマープロジェクト 講談社 2022年6月 699.6/ｴ

ＯＮＥ  ＬＩＦＥ（ワンライフ）　ミーガン・ラピノー自伝 ミーガン・ラピノー 海と月社 2022年7月 783.4/ﾗ

漢字の使い分け図鑑　マンガでわかる 記憶に定着！ 円満字　二郎 講談社 2022年6月 811.2/ｴ

中原中也詩集 中原　中也 角川春樹事務所 2022年6月 911.5/ﾅ/ﾌﾞﾙｰ

まど・みちお詩集 まど　みちお 角川春樹事務所 2022年6月 911.5/ﾏ/ﾐﾄﾞ

地球、この複雑なる惑星に暮らすこと 養老　孟司(他) 文藝春秋 2022年5月 914.6/ﾖ

恐竜学博物館図鑑 岡山理科大学恐竜学博物館∥編 日本文教出版 2022年5月 B457/ｵ

悲愁の花　仕立屋お竜 岡本　さとる 文藝春秋 2022年7月 BF/ｵｶ/2

御留山(おとめやま)　新・酔いどれ小藤次　２５ 佐伯　泰英 文藝春秋 2022年8月 BF/ｻｴ/25

あきない世傳　金と銀　大海篇 １３ 髙田  郁 角川春樹事務所 2022年8月 BF/ﾀｶ/13

２０８４年のＳＦ 日本ＳＦ作家クラブ∥編 早川書房 2022年5月 BF/ﾆﾎ

空をこえて七星のかなた（ななせのかなた） 加納　朋子 集英社 2022年5月 F/ｶﾉ

コークスが燃えている 櫻木  みわ 集英社 2022年6月 F/ｻｸ

棘の家（とげのいえ） 中山　七里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 F/ﾅｶ

宙ごはん（そらごはん） 町田　そのこ 小学館 2022年6月 F/ﾏﾁ

●新着資料リスト●



〈児童〉

名探偵ポワロ　ハロウィーン・パーティ アガサ　クリスティー 早川書房 2022年8月 93/ｸ

あおいらくだ 楓  真知子 北樹出版 2022年6月 E/ｶ

まなちゃんのあかいながぐつ つがね　ちかこ サニーサイド 2022年5月 E/ﾂ

スタコラサッサ 花山　かずみ こぐま社 2022年6月 E/ﾊ

まよなかのバスてい 古内　ヨシ 大日本図書 2022年5月 E/ﾌ

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



あたらしく購入した本　 （９/３～９/９） 2022年9月10日作成

◇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。



あたらしく購入した本　 （９/１０～９/１６） 2022年9月17日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ときめきのミュージアムグッズ 大澤  夏美 玄光社 2022年7月 069/ｵ

るるぶ山口  萩  下関 門司港  津和野 ’２３ ＪＴＢパブリッシング 2022年8月 291.7/ﾙ/23

るるぶ九州 ’２３ ＪＴＢパブリッシング 2022年8月 291.9/ﾙ/23

韓国超ネット社会の闇 金  敬哲 新潮社 2022年7月 302.2/ｷ

現代ホンジュラスを知るための５５章 中原  篤史 明石書店 2022年7月 302.5/ﾅ

ウルグアイを知るための６０章 山口  恵美子 明石書店 2022年7月 302.6/ﾔ

未解決事件  森友疑惑 安倍晋三夫妻いまだ釈明せず！ 小川  敏夫 世界書院 2022年7月 312.1/ｵ

岸田政権の正体 米国と富裕層の“犬” 横田一の現場直撃 ２ 横田  一 緑風出版 2022年7月 312.1/ﾖ

香港秘密行動 「勇武派」１０人の証言 楊威利修（ヤン ウェンリー シュウ） 草思社 2022年7月 312.2/ﾔ

日本共産党の１００年 佐藤  優 朝日新聞出版 2022年7月 315.1/ｻ

現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本 公務員試験 ２０２４年度版 大賀  英徳 実務教育出版 2022年7月 317.3/ｵ/ｱｵ

若者をまちづくりに巻き込むための政策立案ハンドブック 松下  啓一 第一法規 2022年8月 318/ﾏ

  多様な成功事例からよくわかる進め方のポイント 

ウクライナ危機 経済・ビジネスはこう変わる 日経ＢＰ∥編 日経ＢＰ 2022年6月 319.3/ﾆ

ウクライナ危機後の世界 ユヴァル  ノア  ハラリ　他 宝島社 2022年7月 319.3/ﾊ

死刑について 平野  啓一郎 岩波書店 2022年6月 326.4/ﾋ

炎上しても大丈夫！今日から使える企業のＳＮＳ危機管理マニュアル 小木曽  健 晶文社 2022年6月 336/ｵ/ﾁｬｲﾛ

「女子ボス」のトリセツ 川村  佳子 フォレスト出版 2022年7月 361.4/ｶ

実家じまい終わらせました！ 松本  明子 祥伝社 2022年6月 365.3/ﾏ

  大赤字を出した私が専門家とたどり着いた家とお墓のしまい方

よけいなひと言をわかりあえるセリフに変える親子のための言いかえ図鑑 大野  萌子 サンマーク出版 2022年6月 367.3/ｵ

子育てで毒親になりそうなとき読んでほしい本 井上  智介 主婦の友社 2022年6月 379.9/ｲ

  ついどなる…つい手が出そうになる… 

日本の絶滅危惧知識 百年先まで保護していきたい 吉川  さやか ベストセラーズ 2022年6月 382.1/ﾖ

「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた グレゴリー  Ｊ  グバー ダイヤモンド社 2022年5月 404/ｸﾞ

  「ネコの空中立ち直り反射」という驚くべき謎に迫る

極限大地 地質学者、人跡未踏のグリーンランドをゆく ウィリアム  グラスリー 築地書館 2022年7月 450.9/ｸﾞ

富士山はいつ噴火するのか？ 火山のしくみとその不思議 萬年  一剛 筑摩書房 2022年7月 453.8/ﾏ

深海の生き物超大全 石井  英雄 彩図社 2022年7月 481.7/ｲ

なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 脳科学でわかる、ご本人の思いと接し方 恩蔵  絢子　他 中央法規出版 2022年7月 493.75/ｵ

グレタの真実 ３週間で世界を変えた少女の素顔 アンダシュ  ヘルベリ 潮出版社 2022年7月 519/ﾍ

超小型原子炉の教室 いま日本人が知るべき原子力の真実 苫米地  英人 サイゾー 2022年7月 543.5/ﾄ

スマホではじめるビデオ会議Ｚｏｏｍ  ＆  Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ  Ｔｅａｍｓ 武井  一巳 技術評論社 2022年7月 547.4/ﾀ/P

ハツ江おばあちゃんの定番おうち洋食 高木  ハツ江 ＮＨＫ出版 2022年7月 596/ﾀ/ｵﾚ

つるんと、のどごしのいいおやつ 中川  たま 文化学園文化出版局 2022年7月 596.65/ﾅ

オーウェル『１９８４』を漫画で読む フィド  ネスティ∥編  絵 いそっぷ社 2022年7月 726/ﾈ

津久井智子の消しゴムはんこ。アイデア帳 津久井  智子 主婦の友社 2022年7月 736/ﾂ

金子みすゞ童謡全集 普及版 金子  みすゞ ＪＵＬＡ出版局 2022年7月 911.5/ｶ/ｷ

あした何着よう 林  真理子 マガジンハウス 2022年7月 914.6/ﾊ

家業とちゃぶ台 向田  邦子 河出書房新社 2022年7月 914.6/ﾑ

三体Ｘ（エックス） 観想之宙（かんそうのそら） 宝樹（バオシュー） 早川書房 2022年7月 923.7/ﾊﾞ

自閉症のぼくは書くことで息をする １４歳、ナチュラリストの日記 ダーラ  マカナルティ 辰巳出版 2022年7月 936/ﾏ

読書の裏側 松岡  正剛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 B019/ﾏ

石川啄木 新潮社 2022年7月 B910/ｲ

文豪ナビ  松本清張 新潮社 2022年8月 B910/ﾏ

ミス・マープル  最初の事件 牧師館の殺人 アガサ  クリスティ 東京創元社 2022年7月 B933/ｸ

リセット 五十嵐  貴久 幻冬舎 2022年7月 BF/ｲｶﾞ

神隠し 隠密船頭  ９ 稲葉  稔 光文社 2022年7月 BF/ｲﾅ/9

六機の特殊 蒼白の仮面 〔２〕 黒崎  視音 徳間書店 2022年7月 BF/ｸﾛ/2

野暮天 大江戸閻魔帳 ７ 藤井  邦夫 講談社 2022年7月 BF/ﾌｼﾞ/7

紅だ！ 桜庭  一樹 文藝春秋 2022年7月 F/ｻｸ

嫌われ者の矜持 新堂  冬樹 光文社 2022年7月 F/ｼﾝ

ほどなく、お別れです 思い出の箱 〔３〕 長月  天音 小学館 2022年7月 F/ﾅｶﾞ/3

●新着資料リスト●



咲かせて三升の團十郎 仁志  耕一郎 新潮社 2022年4月 F/ﾆｼ

よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続 宮部  みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 F/ﾐﾔ

忍者に結婚は難しい 横関  大 講談社 2022年5月 F/ﾖｺ

宇部と俵田三代 俵田勘兵衛・俵田明・俵田寛夫 堀  雅昭 宇部市制１００周年出版企画実行委員会 2022年8月 Y288/ﾀ

〈ティーンズ〉

中学社会のなぜ？が１冊でしっかりわかる本 オールカラー 玉田  久文 かんき出版 2022年7月 S307/ﾀ

障害者ってだれのこと？ 「わからない」からはじめよう 荒井  裕樹 平凡社 2022年7月 S369/ｱ

いぬ ショーン  タン 河出書房新社 2022年7月 S726/ﾀ

漢字が日本語になるまで 音読み・訓読みはなぜ生まれたのか？ 円満字  二郎 筑摩書房 2022年7月 S811/ｴ

１５秒のターン 紅玉  いづき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 SBF/ｺｳ

〈児童〉

親子で楽しむ！おもしろ科学実験１２か月 川村  康文　他 メイツユニバーサルコンテンツ 2022年6月 40/ｶ

  小学校に上がる前に理系アタマを伸ばそう

だれでもかんたん！天気観察入門ビジュアルＢＯＯＫ 武田  康男∥写真  解説 東京書店 2022年7月 45/ﾀ

  いちばんやさしい天気・気象の図鑑

植物スペシャル！ ＮＨＫ子ども科学電話相談 〔１４〕 ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班∥編 ＮＨＫ出版 2022年6月 47/ｴ

動物スペシャル！ ＮＨＫ子ども科学電話相談 〔１５〕 ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班∥編 ＮＨＫ出版 2022年6月 48/ｴ

はじめてのずかん  さかな 複合媒体資料 講談社 2022年6月 48/ﾊ

見たことのないものをつかまえたい！世界の変な生き物探訪記 平坂  寛 偕成社 2022年7月 48/ﾋ

だれよりも速く走る義足の研究 遠藤  謙 偕成社 2022年7月 49/ｴ

かいけつゾロリ  にんじゃおばけあらわる！ 原  ゆたか ポプラ社 2022年7月 91/ﾊ

四つ子ぐらし 秋の遠足と仲直りの方法 １２ ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 91/ﾋ/12

キャベたまたんてい  おとぎ世界でじけんはっせい！？ 三田村  信行 金の星社 2022年7月 91/ﾐ

まもってあげたい！ 過去と現在、そして未来へ ３ 宮下  恵茉 ポプラ社 2022年7月 91/ﾐ/3

本おじさんのまちかど図書館 ウマ  クリシュナズワミー フレーベル館 2022年5月 93/ｸ

トラからぬすんだ物語 テェ  ケラー 評論社 2022年6月 93/ｹ

かばのタロ くすはら  順子 童心社 2022年8月 C/ﾖｳｼﾞ

クリシュナのつるぎ インドのむかしばなし 秋野  不矩 ＢＬ出版 2022年7月 E/ｱ

ねずみくんはカメラマン 上野  紀子 ポプラ社 2022年7月 E/ｳ

ムシてつ 牛窪  良太 白泉社 2022年7月 E/ｳ

エリック・カールのえいごがいっぱい  どうぶつあつまれ！ エリック  カール 偕成社 2022年7月 E/ｶ

まよなかのおしっこ さいとう  しのぶ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 E/ｻ

くすのきだんちはサン！サン！サン！ 末崎  茂樹 ひかりのくに 2022年7月 E/ｽ

ペンギンたんけんたい みなみのしま 高畠  純 講談社 2022年7月 E/ﾀ

おおきい  ちいさい たけうち  ちひろ ＢＬ出版 2022年7月 E/ﾀ

トイレ  トイレ 西村  敏雄 小学館 2022年7月 E/ﾆ

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



あたらしく購入した本　 （９/１７～９/２２） 2022年9月24日作成

◇中央図書館

〈一般〉

国際報道を問いなおす　ウクライナ戦争とメディアの使命 杉田　弘毅 筑摩書房 2022年7月 070.4/ｽ

はじめて学ぶグリーフケア 宮林　幸江 日本看護協会出版会 2022年6月 146.8/ﾐ

女性の覚悟 坂東　眞理子 主婦の友社 2022年7月 159.6/ﾊﾞ

日本の古代豪族１００ 水谷　千秋 講談社 2022年7月 210.3/ﾐ

江戸５００藩全解剖 河合　敦 朝日新聞出版 2022年7月 210.5/ｶ

　関ケ原の戦いから徳川幕府、そして廃藩置県まで

平氏　公家の盛衰、武家の興亡 倉本　一宏 中央公論新社 2022年7月 288.3/ｸ

藤原純友　南海賊徒の首、伊予国日振島に屯聚す 寺内  浩 ミネルヴァ書房 2022年7月 289.1/ﾌ

旅行ライターになろう！ 野添　ちかこ 青弓社 2022年4月 290.9/ﾉ

絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯　 渡辺  裕美 小学館 2022年4月 291/ﾜ

　令和最新版“湯界遺産”ガイドブック 

アフガニスタン・ペーパーズ　隠蔽された真実、欺かれた勝利 クレイグ　ウィットロック 岩波書店 2022年6月 319.2/ｳ

国連安保理とウクライナ侵攻 小林　義久 筑摩書房 2022年7月 319.9/ｺ

初めてでも弾ける保育のうた　秋冬 阿部　直美 世界文化社 2022年7月 376.1/ｱ

禁断の毒草事典　 エリカ　ライス グラフィック社 2022年8月 471.9/ﾗ

　魔女の愛したポイズンハーブの世界

アモ網１本ではじめられる魚とり　実践テクニックと生き物図鑑 仲  義輝 山と渓谷社 2022年8月 487.5/ﾅ

４７都道府県・城郭百科 西ケ谷  恭弘 丸善出版 2022年7月 521.8/ﾆ

原爆ドーム再生の奇跡 古川　修文 南々社 2022年7月 523.1/ﾌ

子どもといく東京ディズニーランドナビガイド　２０２２－２０２３ 講談社 2022年6月 689.5/ｺ/22

ベートーヴェン：交響曲第９番　もっときわめる！１曲１冊シリーズ 相場　ひろ 音楽之友社 2022年7月 764.3/ﾍﾞ

ワーグナー：《トリスタンとイゾルデ》　もっときわめる！１曲１冊シリーズ 広瀬　大介 音楽之友社 2022年7月 766.1/ﾜ

釣りの「仕掛け」検索　海川湖２００魚種を網羅！ つり人社書籍編集部∥編 つり人社 2022年7月 787.1/ﾂ

エモい古語辞典 堀越　英美 朝日出版社 2022年7月 814.6/ﾎ

ウクライナ戦争を英語で読む　現代英語で上級レベルをめざす ジャパンタイムズ出版英語出版編集部∥編 ジャパンタイムズ出版 2022年8月 837.5/ｼﾞ

書いた、愛した、祈った－ありがとう、瀬戸内寂聴さん 寂聴さんを偲ぶ会∥編 宝島社 2022年8月 910.2/ｾ

太宰治　斜陽　名もなき「声」の物語　ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」ブックス 高橋  源一郎 ＮＨＫ出版 2022年7月 910/ﾀﾞ

詩集『山羊の歌』より 中原　中也 立東社 2022年7月 911.5/ﾅ/ﾌﾞﾙｰ

スマホになじんでおりません 群　ようこ 文藝春秋 2022年7月 914.6/ﾑ

都市残酷 ワリス　ノカン 田畑書店 2022年3月 923.7/ﾜ

タイムトラベル　世界あちこち旅日記 益田　ミリ 毎日新聞出版 2022年7月 B290/ﾏ

居酒屋ぼったくりおかわり！３ 秋川　滝美 星雲社 2022年8月 F/ｱｷ/3

凍る草原に鐘は鳴る 天城　光琴 文藝春秋 2022年7月 F/ｱﾏ

とんこつＱ＆Ａ 今村　夏子 講談社 2022年7月 F/ｲﾏ

やわ肌くらべ 奥山　景布子 中央公論新社 2022年7月 F/ｵｸ

水平線 滝口　悠生 新潮社 2022年7月 F/ﾀｷ

〈ティーンズ〉

家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い 獅城  けい 高文研 2022年8月 S367/ｼ

　今すぐこの本を持って保健室に行こう

総合・推薦入試志望理由書で合格　面接・小論文対策つき 和田　圭史 学研プラス 2022年7月 S376/ﾜ

青鬼調査クラブ　遊園地に眠る王を探しだせ！　６ 黒田　研二∥原作 ＰＨＰ研究所 2022年8月 SF/ｸﾛ/6

鬼滅の刃　ノベライズ　猗窩座との戦いと伊之助の過去編 吾峠  呼世晴 集英社 2022年7月 SF/ｺﾞﾄ

〈児童〉

「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田　和 ポプラ社 2022年7月 21/ｻ

現代用語の基礎知識　学習版　２０２２－２０２３ 現代用語検定協会∥監修 自由国民社 2022年7月 81/ｹﾞ/22

マシュマロおばけ プリシラ  フリードリック 瑞雲舎 2022年8月 93/ﾌ

でんしゃがとおりまーす！ オームラ　トモコ 世界文化社 2022年7月 E/ｵ

めをさませ 五味　太郎 絵本館 2022年7月 E/ｺﾞ

リゼッテ  うそをつきにいく カタリーナ  ヴァルクス クレヨンハウス 2022年8月 E/ﾊﾞ

                                       ＊　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　 （９/２４～９/３０） 2022年10月1日作成

◇中央図書館

〈一般〉

エセ著作権事件簿 著作権ヤクザ・パクられ妄想・著作権厨・トレパク冤罪 友利  昴 パブリブ 2022年8月 021.2/ﾄ

ＨＳＰと家族関係 一人にして！と叫ぶ心、一人にしないで！と叫ぶ心 高田  明和 廣済堂出版 2022年8月 141.9/ﾀ

インディオの聖像 立花  隆 文藝春秋 2022年5月 198.2/ﾀ

縄文人と弥生人 「日本人の起源」論争 坂野  徹 中央公論新社 2022年7月 210.2/ｻ

大久保利通 「知」を結ぶ指導者 瀧井  一博 新潮社 2022年7月 289.1/ｵ

今こそ学びたい日本のこと 知っているようで知らない日本人の心、 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2022年8月 290.9/ﾁ

  食文化、職文化、信仰、地域の魅力など

世界遺産の歩き方 学んで旅する！すごい世界遺産１９０選 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2022年8月 290.9/ﾁ

九州のおいしい道の駅＆ＳＡ・ＰＡ 〔２０２２〕 ＪＴＢパブリッシング 2022年8月 291.9/ｷ/22

アメリカ分断の淵をゆく 悩める大国・めげないアメリカ人 國枝  すみれ 毎日新聞出版 2022年7月 302.5/ｸ

コロナ、優生、貧困格差、そして温暖化現象 佐藤  幹夫　他 論創社 2022年6月 304/ｻ

  「世界史的課題」に挑むための、私たちの小さな試み

世界大異変 現実を直視し、どう行動するか ジム  ロジャーズ 東洋経済新報社 2022年8月 330.4/ﾛ

スマホで薬物を買う子どもたち 瀬戸  晴海 新潮社 2022年7月 368.8/ｾ

わたし生活保護を受けられますか 全国１０，０００件申請サポートの 三木  ひとみ ペンコム 2022年7月 369.2/ﾐ

  特定行政書士が事例で解説申請から決定まで

「黒い雨」訴訟 小山  美砂 集英社 2022年7月 369.3/ｺ

いじめ加害者にどう対応するか 処罰と被害者優先のケア 斎藤  環　他 岩波書店 2022年7月 371.4/ｻ

学校統廃合を超えて 持続可能な学校と地域づくり 山本  由美　他∥編著 自治体研究社 2022年7月 373.2/ﾔ

ルポ  誰が国語力を殺すのか 石井  光太 文藝春秋 2022年7月 375.8/ｲ

「メンズビオレ」を売る進学校のしかけ 青田  泰明 青春出版社 2022年7月 376.3/ｱ

  「自分で考え、自分で動ける子」が育つヒント 

「共に生きる教育」宣言 堀  正嗣 解放出版社 2022年7月 378/ﾎ

砂糖の日本史 江後  迪子 同成社 2022年7月 383.8/ｴ

日本のしきたり 新編集 新谷  尚紀∥監修 出版芸術社 2022年7月 386.1/ﾆ

北朝鮮拉致問題 極秘文書から見える 有田  芳生 集英社 2022年6月 391.6/ｱ

特権を問う ドキュメント・日米地位協定 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 2022年7月 395.3/ﾏ

一度読んだら絶対に忘れない物理の教科書 池末  翔太 ＳＢクリエイティブ 2022年7月 420/ｲ

地球を掘りすすむと何があるか 廣瀬  敬 河出書房新社 2022年7月 450/ﾋ

採集と見分け方がバッチリわかるアンモナイト 守山  容正 築地書館 2022年8月 457.8/ﾓ

神秘的で美しい石図鑑 須田  布由香 ナツメ社 2022年8月 459/ｽ

運動を頑張らなくても腎機能がみるみる強まる食べ方大全 上月  正博 文響社 2022年7月 494.93/ｺ

難聴  聞き取りをよくするＣＤブック 坂田  英明　他 マキノ出版 2022年8月 496.6/ｻ

がんじがらめの心がラクになる「呪いの言葉」の処方箋 井上  智介 ナツメ社 2022年8月 498.39/ｲ

家族３人月１０万円暮らし。 年間４５０万円貯蓄する 太朗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 591/ﾀ

  経理マンの幸せにお金を貯める１００のリスト

はじめてさんのつまみ細工 ふだんからハレの日まで使える ＊Ｈａｎａｉｒｏ ブティック社 2022年7月 594.6/ﾊ/ｼﾛ

粉１００、水５０でつくるすいとん ｍｉｎｏｋａｍｏ 技術評論社 2022年7月 596.3/ﾐ

おいしさまみれの肉のベストおかず３０６ 主婦の友社 2022年7月 596.33/ｵ

ＬＤＫスーパーマーケットの便利帖 よりぬきお得版 晋遊舎 2022年8月 596/ｴ

バズレシピ 史上最強の痩せめし編 リュウジ 扶桑社 2022年7月 596/ﾘ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

コピーライターがこっそり教えるメールで「失礼な人」にならない方法 中村  圭 きずな出版 2022年8月 670.9/ﾅ

人が集まるＳＮＳのトリセツ 小桧山  美由紀 総合法令出版 2022年7月 675/ｺ

鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 明治～現在 寺本  光照∥編著 山川出版社 2022年4月 686.2/ﾃ

運慶 鎌倉幕府と三浦一族 運慶∥〔作〕 吉川弘文館 2022年7月 718.3/ｳ

かこさとし 子どもたちに伝えたかったこと かこ  さとし　他 平凡社 2022年7月 726.6/ｶ

文豪の家 新装版 高橋  敏夫　他∥監修 エクスナレッジ 2022年7月 910.2/ﾌﾞ

彼女の思い出／逆さまの森 Ｊ．Ｄ．サリンジャー 新潮社 2022年7月 933.7/ｻ

ロボット・イン・ザ・ホスピタル デボラ  インストール 小学館 2022年7月 B933/ｲ

舎医者／断食芸人／流刑地で カフカ 光文社 2022年7月 B943/ｶ

●新着資料リスト●



蹴れ、彦五郎 今村  翔吾 祥伝社 2022年7月 F/ｲﾏ

死んでいる私と、私みたいな人たちの声 大前  粟生 河出書房新社 2022年7月 F/ｵｵ

東京バンドワゴン ハロー・グッドバイ 小路  幸也 集英社 2022年4月 F/ｼﾖ

日本の女性たち パイオニア９００人の伝記・評伝 日外アソシエーツ 2022年3月 R281/ﾆ

〈ティーンズ〉

生活科学部・家政学部 中高生のための学部選びガイド 木村  由香里 ぺりかん社 2022年8月 S376/ｷ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

この恋が、かなうなら いぬじゅん 集英社 2022年5月 SBF/ｲﾇ

腹を割ったら血が出るだけさ 住野  よる 双葉社 2022年7月 SF/ｽﾐ

〈児童〉

図書館たんけん 図書館に行ってみよう １ 藤田  利江∥監修 国土社 2022年8月 01/ﾄ

中村哲物語 大地をうるおし平和につくした医師 松島  恵利子 汐文社 2022年7月 33/ﾏ

ぼうはん 清永  奈穂∥監修 学研プラス 2022年7月 36/ﾎﾞ

かみなり 武田  康男∥監修  写真 岩崎書店 2022年7月 45/ﾀ

こうもり アヤ井  アキコ 偕成社 2022年7月 48/ｱ

わけあって絶滅したけど、すごいんです。 世界一たのしい進化の歴史 サトウ  マサノリ ダイヤモンド社 2022年7月 48/ｻ

全国クセすご水族館図鑑 さかなのおにいさんかわちゃん 中央公論新社 2022年7月 48/ｻ

絵本  はたらく細胞 ４ 注射はこわくない！熱中症とおたふくかぜ 牧村  久実 講談社 2022年7月 49/ﾏ/4

食糧危機のサバイバル 生き残り作戦  ゴムドリｃｏ． 朝日新聞出版 2022年7月 61/ｺﾞ

世界遺産を救え！ レオ  ホプキンソン 創元社 2022年7月 70/ﾎ

どの本よりわかりやすい！おもしろしかけの貯金箱 寺西  恵里子 ブティック社 2022年7月 75/ﾃ

  全ステップ写真でせつめい！

さかさしりとり しりとりしながら回文あそび 林  木林 文研出版 2022年6月 80/ﾊ

ねこのオーランドー  裁判官になる キャスリーン  ヘイル 好学社 2022年7月 E/ﾍ

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


