
あたらしく購入した本　 （７/３０～８/５） 2022年8月6日作成

◇中央図書館

〈一般〉

１０分で名著 古市  憲寿 講談社 2022年5月 019/ﾌ

攻撃される知識の歴史 なぜ図書館とアーカイブは破壊され続けるのか リチャード  オヴェンデン 柏書房 2022年5月 023.8/ｵ

西田幾太郎の哲学 物の真実に行く道 岩波書店 2022年5月 121.6/ﾆ

佐久間宣行のずるい仕事術 佐久間  宣行 ダイヤモンド社 2022年4月 159.4/ｻ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

  僕はこうして会社で消耗せずにやりたいことをやってきた

全国キャンプ場ガイド 〔２０２２〕 西日本編 昭文社 2022年7月 291/ｾﾞ/22

山陰 鳥取・松江・萩 ’２３ 昭文社 2022年7月 291.7/ｻ/23

山口・萩・下関 長門・角島 ３版 昭文社 2022年7月 291.7/ﾔ

るるぶ山陰 出雲  松江  鳥取  萩 ’２３ ＪＴＢパブリッシング 2022年7月 291.7/ﾙ/23

るるぶハウステンボス 〔２０２２〕 ＪＴＢパブリッシング 2022年7月 291.9/ﾙ/22

平成転向論  ＳＥＡＬＤｓ  鷲田清一  谷川雁 小峰  ひずみ 講談社 2022年5月 309/ｺ

法律トラブルを解決するならこの１冊 第６版 自由国民社 2022年6月 320/ﾎ

持ち家離婚 家とローンをスッキリ解決 入江  寿 みらいパブリッシング 2022年4月 324.6/ｲ

被差別部落の真実 だれが部落民となったのか ２ 小早川  明良 にんげん出版 2022年6月 361.8/ｺ/2

マイホーム山谷（さんや） 末並  俊司 小学館 2022年5月 369.9/ｽ

日米地位協定の現場を行く 「基地のある街」の現実 山本  章子 ほか 岩波書店 2022年5月 395.3/ﾔ

なぜ宇宙は存在するのか はじめての現代宇宙論 野村  泰紀 講談社 2022年4月 443.9/ﾉ

気候危機がサクッとわかる本 ウェザーマップ 東京書籍 2022年4月 451.8/ｳ

こっそり楽しむうんこ化石の世界 土屋  健 技術評論社 2022年6月 457.8/ﾂ

ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか 生物の死 ４つの仮説 更科  功 新潮社 2022年5月 461/ｻ

進化を超える進化 サピエンスに人類を超越させた４つの秘密 ガイア  ヴィンス 文藝春秋 2022年6月 467.5/ﾋﾞ

虫のオスとメス、見分けられますか？ 森上  信夫 ベレ出版 2022年5月 486.1/ﾓ

かんたん識別！身近なチョウ 森地  重博 ほか 文一総合出版 2022年6月 486.8/ﾓ

絵でわかるにおいと香りの不思議 長谷川香料株式会社 講談社 2022年4月 491.37/ﾊ

日本初の頭痛専門クリニックが教える最新頭痛の治し方大全 丹羽  潔 扶桑社 2022年5月 493.74/ﾆ

  片頭痛  緊張型頭痛  群発頭痛  市販薬飲みすぎ頭痛  マスク頭痛  テレワーク頭痛  天気痛

和ハーブのある暮らし あしもとのたからもの。日本の有用植物を知る、楽しむ。 平川  美鶴 エクスナレッジ 2022年5月 499.87/ﾋ

世界２．０ メタバースの歩き方と創り方 佐藤　航陽 幻冬舎 2022年3月 548/ｻ

メタバースがよくわかる本 仮想世界の新ビジネス 松村  雄太 秀和システム 2022年6月 548/ﾏ

貯金０円からはじめる一生お金に困らないための生活 ゆきこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 591/ﾕ

家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい＆ゆかた クライ  ムキ ブティック社 2022年6月 593.1/ｸ/ｺｽ

時間があっても、ごはん作りはしんどい 小竹  貴子 学研プラス 2022年5月 596/ｺ/ｵﾚ

普通なのにまた行きたくなる「すごい接客」 筒木  幸枝 日本実業出版社 2022年6月 673.1/ﾂ/ｸﾛ

走り革命理論 今まで誰も教えてくれなかった「絶対に足が速くなる」テクニック 和田  賢一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 782/ﾜ

ＧＲＯＵＰ！ 心がぐちゃぐちゃな私を救ったグループセラピーの記録 クリスティ  テート ＣＣＣメディアハウス 2022年1月 936/ﾃ

キャッチ・アンド・キル ローナン  ファロー 文藝春秋 2022年4月 936/ﾌ

６０歳、女、ひとり、疲れないごはん 銀色  夏生 幻冬舎 2022年5月 B596/ｷﾞ

八丁越 新・酔いどれ小籐次 ２４ 佐伯  泰英 文藝春秋 2022年7月 BF/ｻｴ/24

あんの信じるもの お勝手のあん ６ 柴田  よしき 角川春樹事務所 2022年6月 BF/ｼﾊﾞ/6

幽霊認証局 赤川  次郎 文藝春秋 2022年6月 F/ｱｶ

青春とシリアルキラー 佐藤　友哉 ホーム社 2022年4月 F/ｻﾄ

笙野頼子  発禁小説集 笙野  頼子 鳥影社 2022年5月 F/ｼﾖ

小さき王たち 濁流 第１部 堂場  瞬一 早川書房 2022年4月 F/ﾄﾞｳ

〈ティーンズ〉

中学生から知りたいウクライナのこと 小山  哲 ほか ミシマ社 2022年6月 S238/ｺ

化学技術者・研究者になるには なるにはＢＯＯＫＳ 堀川  晃菜 ぺりかん社 2022年6月 S507/ﾎ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

〈児童〉

貝のふしぎ発見記 武田  晋一 少年写真新聞社 2022年6月 48/ﾀ

作って楽しい！プレゼントにも！子どものハンドメイドレッスンＢＯＯＫ 朝日新聞出版 2022年6月 59/ﾂ

ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！ ドロロン村のなかまたち 富安  陽子 理論社 2022年5月 91/ﾄ/1

●新着資料リスト●



ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！ オソロシ山のながれ星 〔２〕 富安  陽子 理論社 2022年6月 91/ﾄ/2

ママは十二さい 運命のその日 ３ 服部　千春 講談社 2022年5月 91/ﾊ/3

みけねえちゃんにいうてみな  ぼくはおにいちゃん 村上  しいこ 理論社 2022年6月 91/ﾑ

うみでなんでやねん あおき  ひろえ 世界文化ワンダークリエイト 2022年6月 E/ｱ

りすとかえるのあめのたび うえだ  まこと ＢＬ出版 2022年7月 E/ｳ

ぜったいにおしちゃダメ？ ラリーのたんじょうびケーキ ビル  コッター サンクチュアリ出版 2022年6月 E/ｺ

がっこうにまにあわない ザ  キャビンカンパニー あかね書房 2022年6月 E/ｻﾞ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

ライオンのおやつ １ 本田  隆朗∥脚本 ＮＨＫエンタープライズ 2021年 DVﾎｳ/ﾗｲ/1

ライオンのおやつ ２ 本田  隆朗∥脚本 ＮＨＫエンタープライズ 2021年 DVﾎｳ/ﾗｲ/2

ライオンのおやつ ３ 本田  隆朗∥脚本 ＮＨＫエンタープライズ 2021年 DVﾎｳ/ﾗｲ/3

ライオンのおやつ ４ 本田  隆朗∥脚本 ＮＨＫエンタープライズ 2021年 DVﾎｳ/ﾗｲ/4

〈高千帆分館〉

鯨の岬 河﨑  秋子 集英社 2022年6月 BF/ｶﾜ

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



あたらしく購入した本　 （８/６～８/１２） 2022年8月13日作成

◇中央図書館

〈一般〉

金運年鑑 ３６５日お金を引き寄せるマンガでわかる行動マニュアル たかみー∥原案 かんき出版 2022年2月 148/ｷ

日本的「勤勉」のワナ まじめに働いてもなぜ報われないのか 柴田  昌治 朝日新聞出版 2022年5月 159.4/ｼ

本当に頭がいい人のメンタル習慣１００ 齋藤  孝 宝島社 2022年5月 159/ｻ

戦国武将、虚像と実像 呉座  勇一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 281/ｺﾞ

沖縄のことを聞かせてください 宮沢  和史 双葉社 2022年5月 281/ﾐ

重信房子がいた時代 増補版 由井  りょう子 世界書院 2022年5月 289.1/ｼ

北海道  大人の日帰りスポット４８０ 花岡  俊吾 北海道新聞社 2022年4月 291.1/ﾊ

池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 池上  彰 小学館 2022年4月 302/ｲ

行政学 新版 曽我  謙悟 有斐閣 2022年5月 317.1/ｿ

独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 徹底解説：ウクライナ戦争の深層 池上  彰 文藝春秋 2022年5月 319.3/ｲ

ゼレンスキー大統領、世界に向けた魂の演説集 ゼレンスキー∥〔述〕 扶桑社 2022年4月 319.3/ｾﾞ

  望まぬ戦争でウクライナ人は命を落とす。

比べて丸わかり！会計の用語図鑑 石川  和男 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 336.9/ｲ/ﾐﾄﾞﾘ

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野  千鶴子 中央公論新社 2022年6月 367.7/ｳ

死刑になりたくて、他人を殺しました 無差別殺傷犯の論理 インベ  カヲリ★ イースト・プレス 2022年5月 368.6/ｲ

精神・発達障害がある人の経済的支援ガイドブック 青木  聖久∥編著 中央法規出版 2022年6月 369.2/ｱ

田舎からスタンフォード大学に合格した私が身につけた夢をつかむ力 松本  杏奈 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 376.8/ﾏ

脳は世界をどう見ているのか 知能の謎を解く「１０００の脳」理論 ジェフ  ホーキンス 早川書房 2022年4月 491.37/ﾎ

デジタル依存症の罠 ネット社会にどう対応するか 香山  リカ さくら舎 2022年5月 493.74/ｶ

ずっと元気でいたければ６０歳から食事を変えなさい 森  由香子 青春出版社 2022年2月 498.58/ﾓ/ｹﾝｺｳﾎｳ

ＳＤＧｓの大嘘 池田  清彦 宝島社 2022年6月 519/ｲ

この一冊で全部わかるサーバーの基本  第２版 きはし  まさひろ ＳＢクリエイティブ 2022年5月 547.4/ｷ

  実務で生かせる知識が、確実に身につく

メタバース  見るだけノート 岡嶋  裕史∥監修 宝島社 2022年6月 548/ﾒ 

  今世紀最大のビジネスチャンスが１時間でわかる！

６８歳、ひとり暮らし。きょう何食べる？ 自分のための料理を愉しむ工夫 大庭  英子 家の光協会 2022年6月 596/ｵ

冷凍食品アレンジ神レシピ大全 タケムラ  ダイ 宝島社 2022年6月 596/ﾀ/ｵﾚ

  万食の冷凍食品を食べつくしたプロが考えた！！ 

  プラス１食材でバリエーション無限大！

人生が変わる紙片づけ！ 石阪  京子 ダイヤモンド社 2022年4月 597.5/ｲ

７００人の村がひとつのホテルに 「地方創生」ビジネス革命 嶋田  俊平 文藝春秋 2022年6月 601.1/ｼ

すごいタイトル㊙法則 川上  徹也 青春出版社 2022年5月 674/ｶ

リ・アルティジャーニ ルネサンス画家職人 ヤマザキ  マリ 新潮社 2022年6月 723.3/ﾔ

つげ義春  名作原画とフランス紀 つげ  義春　他 新潮社 2022年6月 726.1/ﾂ

本屋図鑑 だから書店員はやめられない！ コミックエッセイ いまがわ  ゆい 廣済堂出版 2022年5月 726/ｲ

プロレスラー 至近距離で撮り続けた５０年 山内  猛 新潮社 2022年4月 788.2/ﾔ

なぜか聴きたくなる人の話し方 秀島  史香 朝日新聞出版 2022年5月 809.2/ﾋ

やりなおし世界文学 津村  記久子 新潮社 2022年5月 904/ﾂ

小さいわたし 益田  ミリ ポプラ社 2022年6月 914.6/ﾏ

飛び立つ季節 旅のつばくろ 沢木  耕太郎 新潮社 2022年6月 915.6/ｻ

羽州ぼろ鳶組 幕間 恋大蛇（こいおろち） 今村  翔吾 祥伝社 2022年3月 BF/ｲﾏ

出雲のあやかしホテルに就職します 硝子町  玻璃 双葉社 2022年6月 BF/ｶﾞﾗ/12

彼女が最後に見たものは まさき  としか 小学館 2021年12月 BF/ﾏｻ/2

神島幻影（かみしまげんえい） 警視庁公安０課  カミカゼ 矢月  秀 双葉社 2022年6月 BF/ﾔｽﾞ

横溝正史が選ぶ日本の名探偵 戦前ミステリー篇 横溝  正史∥編 河出書房新社 2022年6月 BF/ﾖｺ

パンドラの匣 大活字本シリーズ 太宰  治 三和書籍 2022年6月 DF/ﾀﾞｻﾞ/6

石礫（せきれき） 機捜２３５ 今野  敏 光文社 2022年5月 F/ｺﾝ/2

うまたん ウマ探偵ルイスの大穴推理 東川  篤哉 ＰＨＰ研究所 2022年6月 F/ﾋｶﾞ

鼠 堀  辰雄 立東舎 2022年5月 F/ﾎﾘ

ふるさとを憶う 宮本  常一 みずのわ出版 2022年5月 Y383/ﾐ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

恋愛問題は止まらない 吉野  万理子 小学館 2022年5月 SF/ﾖｼ

〈児童〉

まだまだあった！！アレにもコレにも！モノのなまえ事典 杉村  喜光 ポプラ社 2022年6月 03/ｽ

のぞく図鑑  穴 宮田  珠己 小学館 2022年6月 04/ﾐ

押す図鑑  ボタン 西村  まさゆき 小学館 2022年6月 04/ﾐ

星と星座 永田  美絵∥総監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 44/ﾎ

魚 宮  正樹∥総監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 48/ｻ

ホホジロザメ 沼口  麻子 福音館書店 2022年6月 48/ﾇ

２ひきのカエル そのぼうきれ、どうすんだ？ クリス  ウォーメル 徳間書店 2022年5月 E/ｳ

ゆかしたのワニ コマツ  シンヤ 福音館書店 2022年5月 E/ｺ

〈高千帆分館〉

８０歳の壁 和田  秀樹 幻冬舎 2022年3月 159.7/ﾜ

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



あたらしく購入した本　 （８/１３～８/１９） 2022年8月20日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ゼロからわかる量子コンピュータ 小林　雅一 講談社 2022年6月 007.1/ｺ

公立図書館における電子図書館サービスの現状 吉井　潤 樹村房 2022年6月 010.2/ﾖ

ウィトゲンシュタインと言語の限界 ピエール　アド 講談社 2022年6月 134.9/ﾋﾞ

孤独を生きる 齋藤  孝 ＰＨＰ研究所 2022年6月 159/ｻ

日本人の神道　神・祭祀・神社の謎を解く 島田　裕巳 筑摩書房 2022年6月 170/ｼ

地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 保坂  俊司∥監修 昭文社 2022年6月 180/ﾁ

発掘された日本列島　調査研究最前線　２０２２ 文化庁∥編 共同通信社 2022年6月 210.2/ﾌﾞ/22

大奥を創った女たち 福田　千鶴 吉川弘文館 2022年6月 210.5/ﾌ

ウクライナの夜　革命と侵攻の現代史 マーシ　ショア 慶應義塾大学出版会 2022年6月 238.6/ｼ

世界の絶景に行ってみた。 詩歩 二見書房 2022年6月 290.9/ｼ

知らないと恥をかく中国の大問題　 池上　彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 302.2/ｲ

　習近平が目指す覇権大国の行方

フィンランドはなぜ「世界一幸せな国」になったのか 岩竹　美加子 幻冬舎 2022年5月 302.3/ｲ

プーチン３．０　殺戮と破壊への衝動　ウクライナ戦争はなぜ勃発したか 塩原　俊彦 社会評論社 2022年5月 312.3/ｼ

戦士たちの記録　パレスチナに生きる 重信　房子 幻冬舎 2022年5月 319.2/ｼ

第三次世界大戦はもう始まっている エマニュエル  トッド 文藝春秋 2022年6月 319.3/ﾄ

国民安全保障国家論　世界は自ら助くる者を助く 船橋　洋一 文藝春秋 2022年6月 319.8/ﾌ

円安が日本を滅ぼす　米韓台に学ぶ日本再生の道 野口　悠紀雄 中央公論新社 2022年5月 332.1/ﾉ

住民税非課税制度活用術 太田  哲二 緑風出版 2022年6月 349.5/ｵ

学校管理職・教育委員会のためのいじめを重大化させないＱ＆Ａ１００ 嶋﨑  政男 エイデル研究所 2022年6月 371.4/ｼ

図解でよくわかる！北朝鮮軍事力のすべて 西村　金一 ビジネス社 2022年6月 392.2/ﾆ

深海学　深海底希少金属と死んだクジラの教え ヘレン　スケールズ 築地書院 2022年6月 452/ｽ

ウイルスって何だろう　どこから来るのか？　ちくまＱブックス 青野　由利 筑摩書房 2022年7月 491.77/ｱ

新型コロナワクチン不都合な真実　それでも子どもに打たせますか？ 倉澤　治雄 高文研 2022年5月 493.87/ｸ

変異ウイルスとの闘い　コロナ治療薬とワクチン 黒木　登志夫 中央公論新社 2022年5月 493.87/ｸ

子どもへのワクチン接種を考える 藤沢  明徳(他) 共栄書房 2022年6月 493.87/ﾌ

　臨床現場でいま、何が起こっているのか 

アトピーっ子の安心ごはん　和食ではじめる体質改善 渡辺  雅美 家の光協会 2022年6月 493.94/ﾜ/ﾒﾝｴｷ

名医のいる病院　２０２３ 医療新聞社 2022年6月 494.7/ﾒ/23

　つらい痛みを名医が解決！  整形外科編

「想定外」をやっつけろ！ 江川　紹子 時事通信社 2022年7月 498.1/ｴ

　検証・なぜ墨田区はコロナ禍第５波で重症者を出さなかったのか

マスクを外す日のために　 和田　秀樹 幻冬舎 2022年5月 498.39/ﾜ

　今から始める、ウィズコロナの健やかな生き方

管理栄養士国家試験過去問題＆解説集　 ＳＧＳ総合栄養学院 共栄書房 2022年6月 498.55/ｴ/23

　解答のコツがひと目でわかる ２０２３

パンデミックなき未来へ僕たちにできること ビル　ゲイツ 早川書房 2022年6月 498.6/ｹﾞ

医療革命　あなたの命を守る未来の技術 伊藤  和子 日経ＢＰマーケティング 2022年7月 498/ｲ

大きな字でわかりやすいＹｏｕＴｕｂｅユーチューブ入門 ＡＹＵＲＡ 技術評論社 2022年6月 547.4/ｱ/P

声優になるには　なるにはＢＯＯＫＳ 山本  健翔 ぺりかん社 2022年5月 778.7/ﾔ/ｱｵ

定年後に見たい映画１３０本 勢古  浩爾 平凡社 2022年6月 778/ｾ

子どもを壊す部活トレ　一流トレーナーが教える本当に効く練習方法 中野  ジェームズ修一 中央公論新社 2022年5月 780.7/ﾅ

５０代・６０代からのランニングＢＯＯＫ　 ベースボール・マガジン社 2022年5月 782/ｺﾞ

　いくつになっても体は変わる、走りだせる！

新しい登山の教科書 栗山  祐哉∥監修 池田書店 2022年6月 786.1/ｱ

新しい公用文作成ガイドブック　わかりやすく伝えるための考え方 岩田　一成 日本加除出版 2022年5月 816.4/ｲ

●新着資料リスト●



絵本のつぎに、なに読もう？　幼年童話と過ごした日々 越高　綾乃 かもがわ出版 2022年6月 909.3/ｺ

現代文学風土記 酒井　信 西日本新聞社 2022年5月 910.2/ｻ

私解説（わたくしかいせつ）　ペン一本で生きてきた 瀬戸内　寂聴 新潮社 2022年5月 910.2/ｾ

金子みすゞ詩集 金子　みすゞ 角川春樹事務所 2022年5月 911.5/ｶ/ｷ

谷川俊太郎詩集 谷川　俊太郎 角川春樹事務所 2022年4月 911.5/ﾀ/ｸﾛ

吉野弘詩集 吉野　弘 角川春樹事務所 2022年5月 911.5/ﾖ/ｸﾛ

９９年、ありのままに生きて 瀬戸内　寂聴 中央公論新社 2022年5月 914.6/ｾ

今日は、これをしました 群　ようこ 集英社 2022年5月 914.6/ﾑ

アウシュヴィッツのお針子 ルーシー　アドリントン 河出書房新社 2022年5月 936/ｱ

シャルロットのアルバイト 近藤　史恵 光文社 2022年2月 F/ｺﾝ

鬼人幻燈抄　大正編〔３〕　夏雲の唄 中西　モトオ 双葉社 2022年6月 F/ﾅｶ

掟上今日子の忍法帖 西尾　維新 講談社 2022年6月 F/ﾆｼ

〈ティーンズ〉

死神と天使の円舞曲（ワルツ） 知念　実希人 光文社 2022年5月 SF/ﾁﾈ

小説　金田一少年の事件簿　オペラ座館殺人事件 浜崎  達也 講談社 2022年5月 SF/ﾊﾏ

〈児童〉

昆虫　学研の図鑑ＬＩＶＥ 丸山  宗利∥監修 学研プラス 2022年7月 48/ｺ

紅の魔女　青の読み手 小森　香折 偕成社 2022年6月 91/ｺ

ルビねこと旅の仲間たち　本屋さんのルビねこ 野中　柊 理論社 2022年6月 91/ﾉ

名探偵コナン　世紀末の魔術師 水稀  しま 小学館 2022年6月 91/ﾐ

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



あたらしく購入した本　 （８/２０～８/２６） 2022年8月27日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ  ２０２１ 基礎 日経ＢＰ 2022年6月 007.6/ﾊﾟ

真珠湾の代償 毎日ワンズ 2022年5月 289.1/ｶ

ペガサスの記憶 桐島  洋子　他 小学館 2022年6月 289.1/ｷ

誇れる郷土データ・ブック ２０２２年版 シンクタンクせとうち総合研究機構 2022年6月 291/ﾎ

兵庫 姫路城・神戸  但馬・淡路島 ’２３ 昭文社 2022年7月 291.6/ﾋ/23

トルクメニスタン・ファンブック 中央アジアの知られざる国 ギュルソユ慈 パブリブ 2022年6月 292.9/ｷﾞ

外国人差別の現場 安田  浩一　他 朝日新聞出版 2022年6月 316.8/ﾔ

無国籍と複数国籍 あなたは「ナニジン」ですか？ 陳  天璽（チェン  ティェンシ） 光文社 2022年6月 329.9/ﾁ

ここが変わった！改正育児休業早わかり ２０２２年４月から３段階で施行！ 岡田  良則　他 自由国民社 2022年6月 366.3/ｵ/ﾐｽﾞ

フェミニズムってなんですか？ 清水  晶子 文藝春秋 2022年5月 367.1/ｼ

介護福祉士国家試験受験ワークブック ２０２３  上 中央法規出版 2022年6月 369.1/ｶ

介護福祉士国家試験受験ワークブック ２０２３  下 中央法規出版 2022年6月 369.1/ｶ

民生委員のための高齢者支援ハンドブック 小林  雅彦 中央法規出版 2022年6月 369.1/ｺ

  制度・サービスの活用に役立つ４０のＱ＆Ａ

しゃべらなくても楽しい！シニアの元気を引き出す健康体操５０ 斎藤  道雄 黎明書房 2022年6月 369.2/ｻ/ﾁｮｳｼﾞｭ

数の謎はどこまで解けたか 自然数から無限のそのまた向こうまで オリヴァー  リントン 創元社 2022年6月 412/ﾘ

なぜ新型ウイルスが、次々と世界を襲うのか？ パンデミックの生態学 マリー＝モニク  ロバン 作品社 2022年6月 465.8/ﾛ

野外観察のための日本産爬虫類図鑑 第３版 関  慎太郎 緑書房 2022年6月 487.9/ｾ

  日本に生息する爬虫類１１０種類を網羅

初級者のための医療事務ＢＡＳＩＣ問題集 ２０２２ 医学通信社 2022年5月 498.16/ｼ/22

  医療事務・医療秘書・医療事務ＯＡ・電子カルテ・医師事務作業補助者実務能力認定試験

理由がわかれば心身が整う！ヨガを楽しむ教科書 Ｌｅｔ’ｓ  ｅｎｊｏｙ  ＹＯＧＡ 綿本  彰 ナツメ社 2022年7月 498.34/ﾜ/ﾖｶﾞ

免疫学者が語るパンデミックの「終わり」と、これからの世界 小野  昌弘 筑摩書房 2022年6月 498.6/ｵ

アフターコロナの検疫 田中  一成 南山堂 2022年7月 498.67/ﾀ

薬剤師国家試験問題解答・解説 １０７回（２０２２） 評言社 2022年6月 499.07/ﾔ

医者からもらった薬がわかる本 ２０２２－２０２３年版 法研 2022年6月 499.1/ｲ/22

プラスチック「革命」 使い捨てない未来へ ２ 更家  悠介∥責任編集 日経ＢＰ 2022年6月 519/ｻ

決定版！お金の増やし方＆稼ぎ方 山崎  元　他 徳間書店 2022年6月 591/ﾔ

ＰＰバンドでつくる大人のかご・バッグ 松田  裕美 学研プラス 2022年6月 594.9/ﾏ/ｱｶ

くり返し作りたい一生ものレシピ 増補保存版 石原  洋子 学研プラス 2022年6月 596/ｲ/ｵﾚ

  愛され続ける家庭の味がもっとおいしくなる１６６品

ＮＨＫ連続テレビ小説ちむどんどんレシピブック ＮＨＫ出版 2022年6月 596/ｴ/ｵﾚ

こんなにおいしい！レンチンレシピ 上島  亜紀 成美堂出版 2022年7月 596/ｶ/ｵﾚ

からだが整うゆるヴィーガン・レシピ 野菜がおいしいわが家の新定番 庄司  いずみ 世界文化ブックス 2022年7月 596.37/ｼ

絶品！トマトごはん７８レシピ プレジデント社 2022年5月 596.37/ｾﾞ

使えてますか？スマホ 日本放送協会　他∥編集 ＮＨＫ出版 2022年6月 694.6/ﾆ/P

強くなる本 岡本  太郎 興陽館 2022年6月 723.1/ｵ

花、瞬く光 蜷川  実花 河出書房新社 2022年6月 748/ﾆ

寅さんの「日本」を歩く さらに詳しい聖地探訪大事典 ３ 岡村  直樹 天夢人 2022年6月 778.2/ｵ/3

車いすでも、車いすじゃなくても、僕は最高にかっこいい。 古澤  拓也 小学館 2022年6月 783.1/ﾌ

一度読んだら絶対に忘れない英会話の教科書 牧野  智一 ＳＢクリエイティブ 2022年6月 837.8/ﾏ

暁の星 歌集 重信  房子 皓星社 2022年5月 911.1/ｼ

破れ星、流れた 倉本  聰 幻冬舎 2022年6月 912.7/ｸ

人生百年の教養 亀山  郁夫 講談社 2022年4月 914.6/ｶ

よみぐすり 坂口  恭平 東京書籍 2022年6月 914.6/ｻ

私と街たち〈ほぼ自伝〉 吉本  ばなな 河出書房新社 2022年6月 914.6/ﾖ

文化大革命とモンゴル人ジェノサイド 上巻 楊  海英（ヤン  ハイイン） 草思社 2022年6月 B222/ﾔ

文化大革命とモンゴル人ジェノサイド 下巻 楊  海英 草思社 2022年6月 B222/ﾔ

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した 潜入・最低賃金労働の現場 ジェームズ  ブラッドワース 光文社 2022年6月 B366/ﾌﾞ

緊急事態宣言の夜に ボクたちの新型コロナ戦記２０２０～２２ さだ  まさし 幻冬舎 2022年5月 B767/ｻ

語源５０１ 意外すぎる由来の日本語 日本語倶楽部∥編 河出書房新社 2022年6月 B812/ﾆ

狩場の悲劇 アントン  チェーホフ 中央公論新社 2022年6月 B983/ﾁ

疒の歌（やまいだれのうた） 西村  賢太 新潮社 2022年6月 BF/ﾆｼ

最後の晩ごはん ゲン担ぎと鯛そうめん 〔１８〕 椹野  道流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 BF/ﾌｼ/18

●新着資料リスト●



横溝正史が選ぶ日本の名探偵 戦後ミステリー篇 横溝  正史 河出書房新社 2022年6月 BF/ﾖｺ

あきらめません！ 垣谷  美雨 講談社 2022年5月 F/ｶｷ

絞め殺しの樹 河﨑  秋子 小学館 2021年12月 F/ｶﾜ

筆のみが知る 幽霊絵師火狂 近藤  史恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 F/ｺﾝ

孤蝶の城 緋の河 桜木  紫乃 新潮社 2022年5月 F/ｻｸ

誰かがこの町で 佐野  広実 講談社 2022年1月 F/ｻﾉ

〈ティーンズ〉

図解でわかる１４歳から考える民主主義 インフォビジュアル研究所 太田出版 2022年6月 S311/ｲ

食品ロスはなぜ減らないの？ 小林  富雄 岩波書店 2022年6月 S588/ｺ

両手にトカレフ ブレイディみかこ ポプラ社 2022年6月 SF/ﾌﾞﾚ

〈児童〉

宇喜多秀家 ポプラ社 2022年6月 28/ｳ

オオムラサキと里山の一年 夏の雑木林にかがやく、日本の国蝶 筒井  学 小学館 2022年7月 48/ﾂ

草はらをのぞいてみればカヤネズミ 日本でいちばん小さなネズミの物語 ゆうき  えつこ 小学館 2022年7月 48/ﾕ

小学生のための世界の美術館・博物館 知識が広がるミュージアム案内 メイツユニバーサルコンテンツ 2022年5月 70/ｼ

ワクワク！かわいい！自由工作大じてん 成美堂出版 2022年7月 75/ﾜ

いい一日ってなあに？ ミーシャ  アーチャー ＢＬ出版 2022年6月 E/ｱ

しっかりママにつかまって！ ボルネオ島のおはなし 市川  里美 ＢＬ出版 2022年6月 E/ｲ

にちようびはパンケーキ！ マヤ  タツカワ 光村教育図書 2022年5月 E/ﾀ

おばけのジョージー  たからさがし ロバート  ブライト 好学社 2022年6月 E/ﾌﾞ

〈高千帆分館〉

オモニとクナ 母と長女 メイ  鄭 文芸社 2022年7月 F/ﾒｲ

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


