
あたらしく購入した本　 （２/５～２/１０） 2022年2月12日作成

◇中央図書館

〈一般〉

Ｗｉｎｄｏｗｓ１１  新機能完全マニュアル 最新ＯＳを使いこなす！ 村松  茂 秀和システム 2021年11月 007.6/ﾑ

潜在意識をアップデート ティーモン  フォン  ベアレプシュ サンマーク出版 2021年12月 145.1/ﾍﾞ

孤独の飼い方 群れず、甘えず、私らしく生きる 下重  暁子 青春出版社 2021年12月 159.6/ｼ

御朱印さんぽ  九州の寺社 ぶらり日帰りで、運気アップ！ ＪＴＢパブリッシング 2022年1月 186.9/ｺﾞ

  九州の１２３寺社、徹底案内！

歎異抄ってなんだろう 〔親鸞∥述〕 １万年堂出版 2021年12月 188.7/ｼ

日本人が知らない近現代史の虚妄 江崎  道朗 ＳＢクリエイティブ 2021年12月 209.7/ｴ

  インテリジェンスで読み解く第二次世界大戦

半藤一利  語りつくした戦争と平和 半藤  一利∥〔述〕 東京新聞 2021年11月 210.7/ﾊ

一冊でわかる韓国史 六反田  豊∥監修 河出書房新社 2021年11月 221/ｲ

るるぶ福岡 博多  天神 ’２２ ＪＴＢパブリッシング 2021年12月 291.9/ﾙ/22

トランプｖｓバイデン 「冷たい内戦」と「危機の２０年」の狭間 村田  晃嗣 ＰＨＰ研究所 2021年11月 312.5/ﾑ

日経キーワード ２０２２－２０２３ 日経ＨＲ編集部∥編著 日経ＨＲ 2021年12月 332.1/ﾆ/22

職場のトリセツ 黒川  伊保子 時事通信出版局 2021年12月 336.4/ｸ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

いちばんカンタン！株の超入門書 改訂３版 安恒  理 高橋書店 2021年12月 338.1/ﾔ

もう空気なんて読まない 石川  優実 河出書房新社 2021年11月 367.1/ｲ

「ひきこもり」から考える 〈聴く〉から始める支援論 石川  良子 筑摩書房 2021年11月 367.6/ｲ

ルポ  中高年ひきこもり  親亡き後の現実 ＮＨＫスペシャル取材班 宝島社 2021年11月 367.7/ｴ

山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る 山中  伸弥　他∥〔述〕 講談社 2021年10月 379.9/ﾔ

日本の祝日と歳事の由来 誰かに話したくなる 生方  徹夫 モラロジー道徳教育財団 2021年12月 386.9/ｵ

昔話・伝説を知る事典 野村  純一　他∥編 アーツアンドクラフツ 2021年12月 388.1/ﾉ

文系のためのよくわかる死とは何か 小林  武彦∥監修 ニュートンプレス 2021年12月 461.1/ﾌﾞ

  生と死の境界とは？死の不思議を丸ごと解説！

日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業 日本野鳥の会∥編 山と溪谷社 2021年12月 488.1/ﾆ

赤ちゃんの発達障害に気づいて・育てる完全ガイド 対象：０歳～３歳 黒澤  礼子 講談社 2021年12月 493.93/ｸ

  新版

はじめての放射線治療  その疑問に答えます 笹井  啓資 ロギカ書房 2021年12月 494.5/ｻ

ドクターハッシーの「不調の味方」 橋本  将吉 主婦の友社 2021年11月 498.3/ﾊ

  「不安なあなた」と「病院」の橋渡しになりたい 家庭の医学

お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ ２ 大塚  亮 三空出版 2021年11月 498.58/ｵ/ﾒﾝｴｷ

  かんたん美味しくがん＆ウイルス対策

それでも闘いは続く コロナ医療最前線の７００日 国立国際医療研究センター 集英社インターナショナル 2021年11月 498.6/ｺ

小屋の時間 建て方から楽しみ方まで、小屋の奥深い世界を訪ねて 扶桑社 2021年11月 527/ｺ

ロボットと人間 人とは何か 石黒  浩 岩波書店 2021年11月 548.3/ｲ

手作りでたのしく飾る季節のしつらい ブティック社 2021年12月 594/ﾃ/ｼﾛ

  暮らしを彩る季節の飾り物を手作りで

肝を喰う 小泉  武夫 東京堂出版 2021年12月 596.3/ｺ

家政婦ｍａｋｏの魔法の時短テクで簡単すぎるハレの日ごはん ｍａｋｏ エムディエヌコーポレーション 2021年12月 596.4/ﾏ

ローカルおやつの本 グラフィック社 2021年12月 596.6/ﾛ

村上祥子８０歳遺言レシピ 愛する人に作り続けたとっておき 村上  祥子 主婦と生活社 2021年12月 596/ﾑ/ｵﾚ

柚木沙弥郎 つくること、生きること 別冊太陽スペシャル 平凡社 2021年12月 753.8/ﾕ

志村ふくみ  染めと織り 志村  ふくみ 求龍堂 2021年11月 753/ｼ

プレイバックＮＨＫ大河ドラマ 時代・人物・トピックス別徹底ガイド ＮＨＫ出版 2021年12月 778.8/ﾌﾟ

大谷翔平  ２０２１ リアル二刀流の軌跡 特別報道写真集 岩手日報社 2021年12月 783.7/ｵ

スノーボードを生んだ男  ジェイク・バートンの一生 福原  顕志 文藝春秋 2021年11月 784.3/ﾊﾞ

謹訳  徒然草 〔兼好法師∥著〕 祥伝社 2021年12月 914.4/ﾖ

神様の友達の友達の友達はぼく 最果  タヒ 筑摩書房 2021年11月 914.6/ｻ

三十代の初体験 羽田  圭介 主婦と生活社 2021年12月 914.6/ﾊ

アポカリプス・ベイビー ヴィルジニー  デパント 早川書房 2021年10月 953.7/ﾃﾞ

執権  北条義時 近藤  成一 三笠書房 2022年1月 B289/ﾎ

最後の審判 ロバート  ベイリー 小学館 2021年12月 B933/ﾍﾞ/4

義時  運命の輪 奥山  景布子 集英社 2021年11月 BF/ｵｸ

ホーンテッド・キャンパス 〔１９〕 だんだんおうちが遠くなる 櫛木  理宇 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年12月 BF/ｸｼ/19

●新着資料リスト●



ボーダーズ 堂場  瞬一 集英社 2021年12月 BF/ﾄﾞｳ

またあおう 畠中  恵 新潮社 2021年12月 BF/ﾊﾀ

吾妻おもかげ 梶  よう子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 F/ｶｼﾞ

女性失格 小手鞠  るい 文藝春秋 2021年12月 F/ｺﾃﾞ

パパララレレルル 最果  タヒ 河出書房新社 2021年11月 F/ｻｲ

その花の名を知らず 左近の桜 長野  まゆみ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年12月 F/ﾅｶﾞ

特許やぶりの女王  弁理士・大鳳未来 南原  詠 宝島社 2022年1月 F/ﾅﾝ

黄金の刻（おうごんのとき） 小説  服部金太郎 楡  周平 集英社 2021年11月 F/ﾆﾚ

マルメロ草紙 éｄｉｔｉｏｎ  ｃｏｕｒａｎｔｅ 橋本  治 ホーム社 2021年11月 F/ﾊｼ

探偵少女アリサの事件簿 〔３〕 さらば南武線 東川  篤哉 幻冬舎 2021年11月 F/ﾋｶﾞ/3

四月の岸辺 湯浅  真尋 講談社 2021年10月 F/ﾕｱ

〈児童〉

ことばのおまもり 自己肯定感を育む２８の言葉 齋藤  孝 幻冬舎 2021年11月 15/ｻ

北里柴三郎 近代日本医学の父・感染症対策の先駆者 森  孝之∥監修 小学館 2021年12月 28/ｷ

北条義時 静霞  薫∥原作 ポプラ社 2021年12月 28/ﾎ

ちがいがわかるとおもしろい！東日本と西日本 文化・習慣 １ 岡部  敬史∥編著 汐文社 2021年11月 38/ｵ

藤井旭の天文年鑑 スターウォッチング完全ガイド ２０２２年版 藤井  旭 誠文堂新光社 2021年12月 44/ﾌ

異常気象図鑑 平井  信行∥監修 金の星社 2021年12月 45/ｲ

恐竜と古代の生物図鑑 圧倒的ビジュアルで迫る驚異の世界 平山  廉∥日本語版監修 ポプラ社 2021年12月 45/ｷ

からだのひみつ、げんきのしくみ！ 1 はなみずのひみつ 細谷  亮太∥監修 あすなろ書房 2021年11月 49/ｶ

からだのひみつ、げんきのしくみ！ 2 きずのひみつ 細谷  亮太∥監修 あすなろ書房 2021年11月 49/ｶ

からだのひみつ、げんきのしくみ！ 3 ウイルスのひみつ 細谷  亮太∥監修 あすなろ書房 2021年11月 49/ｶ

地下鉄のサバイバル 生き残り作戦 １ ゴムドリｃｏ．∥文 朝日新聞出版 2021年12月 68/ｺﾞ

若冲の絵本 み～つけた！ 動植綵絵の生きものたち 〔伊藤  若冲∥画〕 小学館 2021年12月 72/ｲ

一年間だけ。 ９ 心の扉をひらくのは、キミ？ 安芸  咲良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年12月 91/ｱ/9

ひみつのおばけ一家 ３ リアルおばけの脱出ゲーム！ 石崎  洋司 岩崎書店 2021年12月 91/ｲ/3

だいとかいのおばけずかん ゴーストタワー 斉藤  洋 講談社 2021年11月 91/ｻ/ｺﾜｲ

ママは十二さい ２ わたせなかったチョコレート 服部  千春 講談社 2021年12月 91/ﾊ/2

ソフィーの秘密 お話きかせてクリストフ ニキ  コーンウェル 文研出版 2021年11月 93/ｺ

イアリーの魔物 2 ガーガンティス トーマス  テイラー 小学館 2021年12月 93/ﾃ/2

アポロンと５つの神託 ５ 太陽の神 リック  リオーダン ほるぷ出版 2021年12月 93/ﾘ/5

ねこのでしになったとら 津田  真一∥脚本 童心社 2022年1月 C

みんなでげんき  ななくさがゆ やすい  すえこ∥脚本 童心社 2022年1月 C/ｷﾞｮｳｼﾞ

おうちおおずもう あおき  ひろえ 文研出版 2021年11月 E/ｱ

ねこまたごよみ 石黒  亜矢子 ポプラ社 2021年12月 E/ｲ

ばけもの 飯野  和好 汐文社 2021年12月 E/ｲ/ｺﾜｲ

る さいとう  しのぶ ＰＨＰ研究所 2021年11月 E/ｻ

エイモスさんがバスに乗りおくれると エリン  Ｅ  ステッド 光村教育図書 2021年11月 E/ｽ

じゅうにしのはなしのつづき スギヤマ  カナヨ ひかりのくに 2021年11月 E/ｽ

サチコさんのドレス さく そら 北海道新聞社 2021年11月 E/ｿ

アブナイこうえん 山本  孝 ほるぷ出版 2021年12月 E/ﾔ

ちきゅうのための１じかん ちきゅうのための１じかん バオ  ルー 評論社 2021年2月 E/ﾙ

すてきなテーブル ピーター  レイノルズ 新評論 2021年11月 E/ﾚ

〈高千帆分館〉

岡っ引  黒駒吉蔵 藤原  緋沙子 文藝春秋 2022年1月 BF/ﾌｼﾞ

〈赤崎分館〉

心霊スポットは知っている 探偵チームＫＺスケッチブック 藤本  ひとみ∥原作 講談社 2021年12月 91/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　 （２/１２～２/２８） 2022年3月1日作成

◇中央図書館

〈一般〉

今日は何の日？今日も本の日！ 逢坂  肇　他 苦楽堂 2021年12月 019.9/ｵ

  まちの本屋が店先の黒板にほぼ毎日書いたブックガイド

地方メディアの逆襲 松本  創 筑摩書房 2021年12月 070.2/ﾏ

ライフハック大全 プリンシプルズ 堀  正岳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年12月 159/ﾎ

神社とは何か 新谷  尚紀 講談社 2021年12月 175/ｼ

いつか死ぬ、それまで生きるわたしのお経 伊藤  比呂美 朝日新聞出版 2021年11月 183/ｲ

メルケル 世界一の宰相 文藝春秋 2021年11月 289.3/ﾒ

山口・萩・下関 門司港・津和野 ’２３ 昭文社 2022年1月 291.7/ﾔ/23

山地図本 九州・山口の登山ルートガイド 冬編 西日本新聞社 2021年12月 291.9/ﾔ

２０３０  未来への分岐点 ２ テクノロジーは神か悪魔か ＮＨＫスペシャル取材班 ＮＨＫ出版 2021年11月 304/ｴ/2

日本の論点 ２０２２～２３ 大前  研一 プレジデント社 2021年12月 304/ｵ/22

  Ｇｌｏｂａｌ  Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ  ａｎｄ  Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ  Ｔｈｉｎｋｉｎｇ

ヒトの壁 養老  孟司 新潮社 2021年12月 304/ﾖ

業務の「ヒヤリ！」を解消する！公務員の法的トラブル予防＆対応ＢＯＯＫ 米津  孝成 学陽書房 2021年12月 318.5/ﾖ

核兵器禁止から廃絶へ 川崎  哲 岩波書店 2021年12月 319.8/ｶ

個人事業を会社にするメリット・デメリットがぜんぶわかる本 関根  俊輔 新星出版社 2021年12月 335/ｾ/ｵﾚ

  どっちがお得！？ 改訂５版

トラブル回避のために知っておきたいハラスメント言いかえ事典 朝日新聞出版 2021年11月 336.4/ﾄ/ﾐｽﾞ

いちからわかる！つみたてＮＩＳＡ  ＆  ｉＤｅＣｏ インプレス 2021年12月 338.1/ｲ

  新制度ｉＤｅＣｏで５０代からでも老後資金を無理なく準備！ 制度改正対応版

上手な相続は生前贈与で決まる！ 図解でわかりやすい８９のポイント 松本  有史 現代書林 2021年12月 345.5/ﾏ

人生の締め切りを前に 男と女、それぞれの作法 田原  総一朗　他 講談社 2021年11月 367.7/ﾀ

産婦人科専門医が教えるはじめての性教育 仲  栄美子 自由国民社 2021年12月 367.9/ﾅ

シングルマザー、その後 黒川  祥子 集英社 2021年12月 369.4/ｸ

児童養護施設という私のおうち 田中  れいか 旬報社 2021年12月 369.4/ﾀ

  知ることからはじめる子どものためのフェアスタート

ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法 片桐  正敏　他 小学館 2021年11月 371.5/ｶ

内定メンタル 光城  悠人 すばる舎 2021年12月 377.9/ﾐ/ｱｶ

  受かる！決まる！ 読むだけで不安がなくなり自分の強みに気づける本

図説窒素と環境の科学 人と自然のつながりと持続可能な窒素利用 林  健太郎　他∥編 朝倉書店 2021年12月 435.5/ﾊ

マルチメッセンジャー天文学が捉えた新しい宇宙の姿 宇宙の物質の起源に迫る 田中  雅臣 講談社 2021年12月 440.1/ﾀ

火星の歩き方 光文社 2021年12月 445.3/ｶ

遺伝子の不思議としくみ入門 イラスト図解 遺伝子から「自分」を知る！ 島田  祥輔 朝日新聞出版 2021年12月 467.2/ｼ

日本のサンショウウオ フィールド探索記 川添  宣広 誠文堂新光社 2021年12月 487.8/ｶ

  ４６種の写真掲載  観察・種同定・生態調査に役立つ

がん治療革命ウイルスでがんを治す 藤堂  具紀 文藝春秋 2021年12月 494.53/ﾄ

「トイレが近い」人のお助けＢＯＯＫ お悩み解決のために自分でできること 主婦の友社∥編 主婦の友社 2021年12月 494.95/ｼ

ＮＨＫガッテン！プロが教える激ウマレシピと健康新情報 ＮＨＫ出版 2022年1月 498.3/ｴ/ｹﾝｺｳﾎｳ

野口光が教える一生使えるダーニング術 大切にしたいものをお繕い 野口  光 秀和システム 2021年12月 593.3/ﾉ/ｼﾛ

しらいのりこの絶品！ご飯のおとも１０１ しらい  のりこ ＮＨＫ出版 2021年12月 596/ｼ/ｵﾚ

おすし 普段もハレの日も作りたい、家族が喜ぶ 松田  美智子 文化学園文化出版局 2021年12月 596.21/ﾏ

はじめてでも美味しく作れるロシア料理 ヴィタリ  ユシュマノフ 世界文化ブックス 2021年12月 596.23/ﾕ

食べたいときにすぐ作れるまいにちの簡単１０分おやつ ｒａｋｏ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年12月 596.65/ﾗ

ホーム・コーヒー・ロースティング お家ではじめる自家焙煎珈琲 嶋中  労　他 集英社インターナショナル 2021年12月 596.7/ｼ

“泣いてもいいんだよ”の育児 峯田  昌 自由国民社 2021年12月 599/ﾐ

あたらしいともだちこれからもともだち ケイ・エム・ピー 2021年12月 763.2/ｱ/ｶﾞｸﾌ

  新沢としひこ＆中川ひろたかお宝発掘＆名作ベスト〈永久保存版〉

大谷翔平から学ぶ成功メソッド 好きと得意で夢をかなえる 河出書房新社 2021年11月 783.7/ｵ

ベトナム戦記 開高  健 朝日新聞出版 2021年11月 B916/ｶ

明日へつながる５つの物語 あさの  あつこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年10月 BF/ｱｻ

出雲のあやかしホテルに就職します １０ 硝子町  玻璃 双葉社 2021年6月 BF/ｶﾞﾗ/10

出雲のあやかしホテルに就職します １１ 硝子町  玻璃 双葉社 2021年12月 BF/ｶﾞﾗ/11

●新着資料リスト●



ふしぎな話 小池真理子怪奇譚傑作選 小池  真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 BF/ｺｲ

相棒 ｓｅａｓｏｎ１９下 輿水  泰弘　他∥脚本 朝日新聞出版 2021年12月 BF/ｺｼ/19

マンモスの抜け殻 相場  英雄 文藝春秋 2021年12月 F/ｱｲ

夜叉の都 伊東  潤 文藝春秋 2021年11月 F/ｲﾄ

ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井  慶喜 講談社 2021年11月 F/ｶﾄﾞ

遺言歌 なかにし  礼 河出書房新社 2021年12月 F/ﾅｶ

李王家の縁談 林  真理子 文藝春秋 2021年11月 F/ﾊﾔ

フェイクフィクション 誉田  哲也 集英社 2021年11月 F/ﾎﾝ

ｂｉｒｔｈ 山家  望 筑摩書房 2021年11月 F/ﾔﾏ

黒牢城 米澤  穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年6月 F/ﾖﾈ

生を祝う 李  琴峰 朝日新聞出版 2021年12月 F/ﾘ

〈ティーンズ〉

青の呪い 心霊探偵八雲 神永  学 講談社 2021年12月 SBF/ｶﾐ

小説消えた初恋 宮田  光 集英社 2021年10月 SBF/ﾐﾔ

心霊探偵八雲  ＩＮＩＴＩＡＬ  ＦＩＬＥ  魂の素数 神永  学 講談社 2021年12月 SF/ｶﾐ
５分後に意外な結末ｅｘ  琥珀にとじこめられた未来 桃戸  ハル 学研プラス 2021年12月 SF/ﾓﾓ

〈児童〉

日本の４７都道府県 写真と地図で各都道府県の特色がよくわかる！ 講談社 2021年11月 29/ﾆ

お金ってなんだろう？ はじめてのマネーリテラシー ジェイコブ  フィールド 玉川大学出版部 2021年11月 33/ﾌ

仕事の歴史図鑑 今まで続いてきたひみつを探る １ くもん出版 2021年11月 36/ｼ/1

理科がすきになる！わくわく自由研究 ３年生 国土社 2021年12月 40/ﾘ

よみがえれ、マンモス！ 近畿大学マンモス復活プロジェクト 令丈  ヒロ子 講談社 2021年12月 45/ﾚ

すがたをかえるたべものしゃしんえほん ２０ 宮崎  祥子∥構成 岩崎書店 2021年11月 61/ﾐ

ぼくんちのねこのはなし いとう  みく くもん出版 2021年12月 91/ｲ

青空晴之助 その５ 杉山  亮 仮説社 2021年11月 91/ｽ/5

ふしぎな声が町じゅうで ものだま探偵団 ５ ほしお  さなえ 徳間書店 2021年12月 91/ﾎ

この指とどけ すべての人に健康と福祉を 村上  しいこ 講談社 2021年12月 91/ﾑ

こんなかお、できる？ トミー  ウンゲラー 好学社 2021年12月 E/ｳ

おつきさまのスープ 木原  未沙紀 くもん出版 2021年12月 E/ｷ

アイスクリームのピクニック はじめての赤毛のアン さこ  ももみ 講談社 2021年11月 E/ｻ

地球のことをおしえてあげる ソフィー  ブラッコール 鈴木出版 2021年2月 E/ﾌﾞ

ミッフィーのまる さんかく しかく ディック  ブルーナ 講談社 2021年12月 E/ﾌﾞ

トイレでできた 森  碧 日本能率協会マネジメントセンター 2021年12月 E/ﾓ

ＩＴ  ＭＩＧＨＴ  ＢＥ  ＡＮ  ＡＰＰＬＥ（りんごかもしれない） ＳＨＩＮＳＵＫＥ  ＹＯＳＨＩＴＡＫＥ 岩崎書店 2021年 E/ﾖ

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


