●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （１２/２５～１/７）

2022年1月8日作成

◇中央図書館
〈一般〉

ディープフェイク ニセ情報の拡散者たち
父母＆保育園の先生おすすめのシリーズ絵本２００冊
子どもから大人まで楽しめる絵本
ベストセラーに学ぶ最強の教養
ハイデガー『存在と時間』を解き明かす
ばいばい心の緊急事態追い求めるのをやめてみた。
「生きづらさのカラクリ」を知って幸せになる方法
心の免疫力 「先の見えない不安」に立ち向かう
考える親鸞 「私は間違っている」から始まる思想
イラストでサクッと理解流れが見えてくる世界史図鑑
超ワイド！２０００年絵巻 日本の歴史がもっとよくわかる！
韓国の歴史
ビルマ危機の本質
美しい日本へ島の旅
美しい日本へ絶景の旅
島根のトリセツ
岸田ビジョン 分断から協調へ
墜落 「官邸一強支配」はなぜ崩れたのか
香港政治危機 圧力と抵抗の２０１０年代
ウイグル人という罪 中国による民族浄化の真実
Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ 世界のしくみ
いい人間関係は「敬語のくずし方」で決まる
おふたりさま夫婦、老活はじめました。 どうなる！？私たちの老後
考えたことある？性的同意 知らないってダメかも
娘の遺体は凍っていた 旭川女子中学生イジメ凍死事件
自学自習の極意
ネイビーシールズ 特殊作戦に捧げた人生
図解・天気予報入門 ゲリラ豪雨や巨大台風をどう予測するのか
雷の疑問５６
ニホンカワウソは生きている
福島の甲状腺検査と過剰診断 子どもたちのために何ができるか
おうちストレスをためない習慣

ニーナ シック

佐藤 優
池田 喬
妹尾 まみ

日経ナショナルジオグラフィック社

2021年9月 007.3/ｼ

玄光社

2021年10月

文藝春秋
ＮＨＫ出版
風鳴舎

2021年9月 019.9/ｻ
2021年9月 134.9/ﾊ
2021年10月

019.5/ﾌ

146.8/ｾ

加藤 諦三
碧海 寿広

ＰＨＰ研究所 2021年9月 159/ｶ
2021年10月 188.7/ｼ
新潮社
2021年10月 209/ｲ
ナツメ社
朝日新聞出版 2021年10月 210/ﾁ
河出書房新社 2021年9月 221/ﾐ
水野 俊平
河出書房新社 2021年10月 223.8/ﾀ
タンミンウー
Ｋ＆Ｂパブリッシャーズ 2021年10月 291/ｳ
Ｋ＆Ｂパブリッシャーズ 2021年10月 291/ｳ
2021年10月 291.7/ｼ
昭文社
2021年10月 312.1/ｷ
岸田 文雄
講談社
2021年9月 312.1/ﾓ
森 功
文藝春秋
東京大学出版会 2021年9月 312.2/ｸ
倉田 徹
2021年9月 316.8/ﾌ
福島 香織
扶桑社
2021年10月 319/ﾊ
リチャード ハース
藤田 尚弓
青春出版社 2021年9月 361.4/ﾌ
2021年9月 367.7/ﾎ
堀田 あきお 他
ぶんか社
子どもの未来社 2021年9月 367.9/ﾜ
ピート ワリス 他
2021年9月 371.4/ﾌﾞ
文春オンライン特集班 文藝春秋
2021年10月 379.7/ｻ
齋藤 孝
ポプラ社
2021年10月 397.2/ﾏ
ウィリアム Ｈ マクレイヴン 早川書房
2021年9月 451.2/ﾌ
古川 武彦 他
講談社
鴨川 仁 他
成山堂書店 2021年8月 451.7/ｶ
2021年11月 489.5/ﾑ
宗像 充
旬報社
あけび書房 2021年7月 493.93/ﾌ
クロスメディア・パブリッシング
2021年10月 498.39/ｽ
杉岡 充爾
ジェネリック医薬品の不都合な真実 世界的ムーブメントが引き起こした功罪 キャサリン イーバン
2021年8月
翔泳社
499.1/ｲ
漢方薬 知っておきたい漢方薬６３×基礎知識×やさしい養生生活のコツ
2021年8月 499.8/ｶ
翔泳社
私らしい、モノ・コトの見つけ方。
2021年8月 519.8/ﾅ
フォト・レポート里山危機 東北からの報告
永幡 嘉之
岩波書店
エクスナレッジ 2021年8月 525.1/ﾑ
だれでもできる〈超簡単〉建築パース 改訂版
村山 隆司
2021年8月 559.7/ｹﾞ
原子の力を解放せよ 戦争に翻弄された核物理学者たち
集英社
ＣＣＣメディアハウス
2021年9月 588.3/ｻ
シャトレーゼは、なぜ「おいしくて安い」のか
齊藤 寛
新潟日報事業社 2021年8月 588.5/ﾔ
糀入門 女将が伝える糀生活
山﨑 京子
2021年8月 591/ｵ
５０代で決める！最強の「お金」戦略
荻原 博子
ＮＨＫ出版
きもの語辞典 着物にまつわる言葉をイラストと豆知識で小粋に読み解く 岡田 知子
誠文堂新光社 2021年9月 593.1/ｵ
女子栄養大学出版部 2021年9月 596/ｵ/ｵﾚ
塩ひとつまみそれだけでおいしく
荻野 恭子
発酵暮らし 菌とともに生きる
山田 奈美
家の光協会 2021年8月 596/ﾔ
有元葉子乾物
有元 葉子
家の光協会 2021年9月 596.21/ｱ
日経ＢＰ日本経済新聞出版本部

切り干し大根、干し椎茸、きくらげ、かんぴょう、ずいき、大豆、干し湯葉、車麩、ひじき、煮干し、干し貝柱、干しえび、桜エビ、じゃこ

暮らしを彩る和食器具 伝統の技キラリ！
今さら聞けない有機肥料の話きほんのき
米ヌカ、鶏糞、モミガラ、竹、落ち葉からボカシ肥、堆肥まで
ハーブティー事典 改訂版

阿部 悦子 他

食べもの通信社 2021年9月

596.9/ｱ

農山漁村文化協会

2021年9月 613.4/ｲ

佐々木 薫

池田書店

2021年8月 617.6/ｻ

安野 光雅
安野 光雅

産経新聞出版 2021年8月 723.1/ｱ
産経新聞出版 2021年8月 723.1/ｱ

１１５種の｜効能｜味｜香り｜ブレンド｜ 植物のチカラで心と体を健康に！

洛中洛外 春夏編
洛中洛外 秋冬編

ひとりじめ
亡国の東京オリンピック
田部井淳子 山の単語帳
９０歳、こんなに長生きするなんて。
作家と酒
沖縄ノート 改版
ヒロシマ・ノート 改版
人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症ＯＬの話
ボクもたまにはがんになる
ミッドナイト・サン トワイライト エドワードの物語 上
ミッドナイト・サン トワイライト エドワードの物語 中
ミッドナイト・サン トワイライト エドワードの物語 下

浅田 美代子
後藤 逸郎
田部井 淳子
曽野 綾子
平凡社編集部∥編
大江 健三郎
大江 健三郎
かどなし まる
三谷 幸喜 他
ステファニー メイヤー
ステファニー メイヤー
ステファニー メイヤー
スープ屋しずくの謎解き朝ごはん 〔７〕 朝食フェスと決意のグヤーシュ 友井 羊
海が見える家 逆風
はらだ みずき
宿命（リベンジ）
石原 慎太郎
久遠の島 Ｔｈｅ ｂｏｏｋ ｏｆ ｐｌｅｄｇｅ
乾石 智子
子供は怖い夢を見る
宇佐美 まこと
鬼哭洞事件（きこくどうじけん）
太田 忠司
まだ人を殺していません
小林 由香
万葉と沙羅
中江 有里
北緯４３度のコールドケース
伏尾 美紀
死にふさわしい罪
藤本 ひとみ
あさひは失敗しない
真下 みこと
毎日世界が生きづらい
宮西 真冬
老虎残夢（ろうこざんむ）
桃野 雑派

文藝春秋
文藝春秋

2021年9月 778.2/ｱ
2021年9月 780.6/ｺﾞ

世界文化ブックス

2021年8月 786.1/ﾀ
2021年9月 914.6/ｿ

ポプラ社
平凡社
岩波書店
岩波書店

2021年9月 914.6/ﾍ
2021年9月 916/ｵ
2021年9月 916/ｵ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 916/ｶ

幻冬舎

2021年10月

ヴィレッジブックス

2021年10月

ヴィレッジブックス

2021年10月

ヴィレッジブックス

2021年10月

916/ﾐ
B933/ﾒ
B933/ﾒ
B933/ﾒ
BF/ﾄﾓ/7

2021年11月
宝島社
2021年9月 BF/ﾊﾗ/3
小学館
2021年10月 F/ｲｼ
幻冬舎
東京創元社 2021年10月 F/ｲﾇ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年9月 F/ｳｻ
東京創元社 2021年10月 F/ｵｵ
2021年5月 F/ｺﾊﾞ
幻冬舎
2021年10月 F/ﾅｶ
文藝春秋
2021年10月 F/ﾌｼ
講談社
2021年10月 F/ﾌｼﾞ
講談社
2021年10月 F/ﾏｼ
講談社
2021年10月 F/ﾐﾔ/Y
講談社
2021年9月 F/ﾓﾓ
講談社

〈児童〉

オニすご！とんでもねー！！ニッポンびっくり事典
警察のウラガワ
災害伝承の大研究 命を守るために、どう伝える？
スロウダウン １ 立ち止まってゆっくり感じる５０の自然のものがたり
スロウダウン ２ 立ち止まってゆっくり調べる４０の自然のものがたり
星空教室 春の星座
カワネズミを見てみたい！ 水にもぐる銀色の小動物の研究
病院のウラガワ
すてきなタータンチェック
サラ・ベルナール
からっぽになったキャンディのはこのおはなし
きつねの橋 巻の２ うたう鬼
セカイを科学せよ！
ほしじいたけほしばあたけ おにたいじはいちだいじ？
ごっつあん！うまいもんずもう
クヌギがいる
黄色い星 ユダヤ人を守った国王とデンマークの人たちの物語

こざき ゆう

藤井 旭
森本 祈恵 他
奥田 実紀
大久保 雨咲
久保田 香里
安田 夏菜
石川 基子
岩田 明子
城芽 ハヤト
ヘンリー ソレンセン

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2021年10月 29/ｺ
ポプラ社
学研プラス 2021年11月 31/ｹ
ＰＨＰ研究所 2021年9月 36/ｻ
2021年9月 40/ｽ/1
化学同人
2021年9月 40/ｽ/2
化学同人
誠文堂新光社 2021年10月 44/ﾌ
くもん出版 2021年9月 48/ﾓ
学研プラス 2021年11月 49/ﾋﾞ
福音館書店 2021年9月 75/ｵ
2021年10月 77/ﾍﾞ
ポプラ社
2021年10月 91/ｵ
小峰書店
2021年10月 91/ｸ/2
偕成社
2021年10月 91/ﾔ
講談社
2021年10月 E/ｲ
講談社
佼成出版社 2021年10月 E/ｲ
2021年10月 E/ｼﾞ
岩崎書店
2021年11月 E/ｿ
ＢＬ出版

