
あたらしく購入した本　 （１０/１～１０/７） 2022年10月8日作成

◇中央図書館

〈一般〉

今すぐ使える！Ｇｏｏｇｌｅ  Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ  ＆  Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ情報セキュリティ管理術 平塚  知真子　他 技術評論社 2022年8月 007.6/ﾋ

  学校・オフィスを守るクラウド時代の新常識

学びをつなぐ学校図書館 松江発！学び方指導体系表を活用しよう 林  良子 悠光堂 2022年7月 017/ﾊ

大江戸２４時間 八百八町の暮らしを大解剖 中央公論新社 2022年6月 210.5/ｵ

戦争終結 昭和天皇決死の聖断ドキュメンタリー 福田  祐一 東洋出版 2022年8月 210.7/ﾌ

人権教育・啓発白書 令和４年版 法務省　他∥編 勝美印刷 2022年6月 316.1/ﾎ/22

すぐに役立つ入門図解 改訂新版 三修社 2022年7月 327.2/ｽ

  内容証明郵便・公正証書・支払督促の手続きと書式サンプル５１

自治体×民間のコラボで解決！公務員のはじめての官民連携 長井  伸晃 学陽書房 2022年7月 343.7/ﾅ

自助社会を終わらせる 新たな社会的包摂のための提言 宮本  太郎∥編 岩波書店 2022年6月 364/ﾐ

老いて今日も上機嫌！ 病気知らず８６歳名医の健康習慣７７ 石川  恭三 河出書房新社 2022年5月 367.7/ｲ

あなたはどこで死にたいですか？ 認知症でも自分らしく生きられる社会へ 小島  美里 岩波書店 2022年7月 369.2/ｺ

誰でもわかる「物価偽装」教室 白井  康彦 風媒社 2022年7月 369.2/ｼ

  生活保護基準引き下げで行われた偽装のからくりをあばく

生活保護手帳別冊問答集 ２０２２年度版 中央法規出版 2022年8月 369.2/ｾ/22

どう使う  どう活かす  いじめ防止対策推進法 第３版 第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会∥編 現代人文社 2022年7月 371.4/ﾀﾞ

絵本で広がる小学校の授業づくり 齊藤  和貴 小学館 2022年7月 375.1/ｻ

  豊かな心と思考力を育む 授業で使える３１２冊の絵本リスト 

たにぞうの手あそびしましょあそびましょ 谷口  國博 チャイルド本社 2022年7月 376.1/ﾀ

日本の台所一〇〇年 キッチンから愛をこめて 別冊太陽スペシャル 平凡社 2022年7月 383.9/ﾆ

化石の復元、承ります。 古生物復元師たちのおしごと ブックマン社 2022年7月 457.8/ｶ

土の中の生き物たちのはなし 島野  智之　他∥編 朝倉書店 2022年7月 481.7/ｼ

「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめました 柳澤  静磨 イースト・プレス 2022年7月 486.4/ﾔ

認知症パンデミック 飯塚  友道 筑摩書房 2022年7月 493.75/ｲ

医者の僕が認知症の母と過ごす２３年間のこと 森田  豊 自由国民社 2022年7月 493.75/ﾓ

病気にならない食う寝る養生 予約の取れない漢方家が教える 櫻井  大典 学研プラス 2022年8月 498.3/ｻ

４０代からシニアまで  睡眠の悩み 治療は必要？薬はどうする？ ＮＨＫ出版 2022年8月 498.36/ﾖ

骨は知っている 声なき死者の物語 スー  ブラック 亜紀書房 2022年7月 498.91/ﾌﾞ

地球温暖化で人類は絶滅しない マイケル  シェレンバーガー 化学同人 2022年7月 519/ｼ

  環境危機を警告する人たちが見過ごしていること

貯まらない生活はもうやめよう ミニマリストＴａｋｅｒｕ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 590/ﾀ

  モノを手放すだけで増える「お金と幸せの法則」

７１歳、年金月５万円、あるもので工夫する楽しい節約生活 紫苑 大和書房 2022年8月 590.4/ｼ

日本一の洗濯屋が教える汚れ落としの神ワザ 宝島社 2022年8月 593.5/ﾆ

漫画で知る戦争と日本 壮絶！特攻篇 水木  しげる マガジンハウス 2022年7月 726/ﾐ

漫画で知る戦争と日本 敗走記篇 水木  しげる マガジンハウス 2022年7月 726/ﾐ

ちむどんどん 連続テレビ小説 Ｐａｒｔ１ ＮＨＫ出版 2022年5月 778.8/ﾁ/1

ちむどんどん 連続テレビ小説 Ｐａｒｔ２ ＮＨＫ出版 2022年8月 778.8/ﾁ/2

パリの空の下で、息子とぼくの３０００日 辻  仁成 マガジンハウス 2022年6月 914.6/ﾂ

ウクライナ戦争日記 Ｓｔａｎｄ  Ｗｉｔｈ  Ｕｋｒａｉｎｅ  Ｊａｐａｎ　他∥編 左右社 2022年7月 989.4/ｽ

ペリー日本遠征随行記 サミュエル  ウェルズ  ウィリアムズ 講談社 2022年7月 B291/ｳ

ジンセイハ、オンガクデアル ＬＩＦＥ  ＩＳ  ＭＵＳＩＣ ブレイディみかこ 筑摩書房 2022年6月 B302/ﾌﾞ

図書室の死体 初版本図書館の事件簿 マーティ  ウィンゲイト 東京創元社 2022年6月 B933/ｳ

珈琲店タレーランの事件簿 願いを叶えるマキアート ８ 岡崎  琢磨 宝島社 2022年8月 BF/ｵｶ/8

ラーゲリより愛を込めて 前川  奈緒 文藝春秋 2022年8月 BF/ﾏｴ

舞姫 大活字本シリーズ 森鷗外 森  鷗外 三和書籍 2022年8月 DF/ﾓﾘ

ブロッコリー・レボリューション 岡田  利規 新潮社 2022年6月 F/ｵｶ

競争の番人 内偵の王子 〔２〕 新川  帆立 講談社 2022年8月 F/ｼﾝ/2

掬えば手には 瀬尾  まいこ 講談社 2022年7月 F/ｾｵ

あくてえ 山下  紘加 河出書房新社 2022年7月 F/ﾔﾏ

＃真相をお話しします 結城  真一郎 新潮社 2022年6月 F/ﾕｳ

るるぶエヴァンゲリオン ＪＴＢパブリッシング 2022年8月 Y291/ﾙ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

もしキミが、人を傷つけたなら、傷つけられたなら 犯罪学教室のかなえ先生 フォレスト出版 2022年8月 S368/ﾊ

  １０代から学んでほしい体と心の守り方

その本は 又吉  直樹　他 ポプラ社 2022年7月 SF/ﾏﾀ

日向丘中学校カウンセラー室 十人十色、１匹？色の文化祭 〔２〕 まはら  三桃 アリス館 2022年7月 SF/ﾏﾊ/2

オーバーロード １５ 丸山  くがね ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 SF/ﾏﾙ/15

オーバーロード １６ 丸山  くがね ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 SF/ﾏﾙ/16

〈児童〉

めちゃうま！？昆虫食事典 見た目はヤバいが… うまい！もう一匹 大泉書店 2022年7月 38/ﾒ

はっけん！イモリ 関  慎太郎∥写真 緑書房 2022年8月 48/ｾ

コンビニ好きな虫のふしぎ ゲッチョ先生の夜の虫コレクション 盛口  満 少年写真新聞社 2022年7月 48/ﾓ

おうちで作れる実験スイーツレシピ ｓａｃｈｉ＿ｈｏｍｅｍａｄｅ 翔泳社 2022年7月 59/ｻ/ﾘｮｳﾘ

  お菓子＋科学＝おいしい＆楽しい！ 夏休みの自由研究に！観察・まとめ方のコツも掲載。

マシロさんとユウリさんの今日もきちんと身だしなみ 読書工房 国土社 2022年7月 59/ﾄﾞ

小学生のお料理ブック ぜ～んぶひとりでできちゃう！ 新谷  友里江 家の光協会 2022年7月 59/ﾆ/ﾘｮｳﾘ

がっこうのおばけずかん げたげたばこ 斉藤  洋 講談社 2022年7月 91/ｻ/ｺﾜｲ

三日月島のテール ドルフィン・エクスプレス １ 竹下  文子 偕成社 2022年6月 91/ﾀ/1

三日月島のテール 三日月ジョリー ２ 竹下  文子 偕成社 2022年6月 91/ﾀ/2

トラブル旅行社（トラベル） 魔獣牧場でホームステイ 〔２〕 廣嶋  玲子 金の星社 2022年7月 91/ﾋ/2

いもうとなんかいらない ロイス  ダンカン 岩波書店 2022年7月 93/ﾀﾞ

おつきさまとおつきみ 土田  義晴 童心社 2022年9月 C/ｷﾞｮｳｼﾞ

きたかぜとたいよう 長谷川  義史 童心社 2022年7月 C

きんのおの  ぎんのおの スズキ  コージ 童心社 2022年7月 C

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

Ｅｄｉｔｏｒｉａｌ Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ∥唄 ラストラム・ミュージックエンタテインメント 2021年8月 CD131/ｵ

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



あたらしく購入した本　 （１０/８～１０/１４） 2022年10月15日作成

◇中央図書館

〈一般〉

頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 齋藤  孝 学研プラス 2022年8月 002.7/ｻ

　仕事も人生もうまくいく！大人の探究学習

ＩＴ弁護士さん、ＹｏｕＴｕｂｅの法律と規約について教えてください 河瀬　季 祥伝社 2022年8月 007.3/ｶ

　ＹｏｕＴｕｂｅｒが並ぶ法律相談所

イェール大学人気講義　天才 その「隠れた習慣」を解き明かす クレイグ　ライト すばる舎 2022年8月 141.1/ﾗ

あと２０年！おだやかに元気に８０歳に向かう方法 保坂  隆（他） 明日香出版社 2022年4月 159.7/ﾎ

死海文書　発見から７５年後の真実 ジャン  ピエール  イスブ 日経ＢＰマーケティング 2022年9月 193/ｲ

新疆ウイグル自治区　中国共産党支配の７０年 熊倉　潤 中央公論新社 2022年6月 316.8/ｸ

日本にレイシズムがあることを知っていますか？ 原　由利子 合同出版 2022年8月 316.8/ﾊ

　人種・民族・出自差別をなくすために私たちができること

地図とデータで見る　資源の世界ハンドブック ベルナデット  メレンヌ＝シュマケル 原書房 2022年8月 334.7/ﾒ

しゃべらなくても楽しい！シニアの若返り健康体操５０ 斎藤  道雄 黎明書房 2022年8月 369.2/ｻ

生活保護のてびき　令和４年度版 生活保護制度研究会∥編 第一法規 2022年8月 369.2/ｾ/22

「気候変動・脱炭素」１４のウソ 渡辺　正 丸善出版 2022年7月 451.8/ﾜ

ゴキブリハンドブック 柳澤  静磨 文一総合出版 2022年8月 486.4/ﾔ

ステージ４の緩和ケア医が実践するがんを悪化させない試み 山崎　章郎 新潮社 2022年6月 494.5/ﾔ

痛み・しびれが消える決定版きくち体操 菊池　和子 講談社 2022年6月 498.3/ｷ

腸を整えたければバナナを食べたほうがいいこれだけの理由 小林　弘幸 アスコム 2022年8月 498.58/ｺ

　医師も実践している本気の腸活

食べるお茶のススメ　緑茶葉パワーで健康に！ 梁川  正∥編著 クリエイツかもがわ 2022年8月 498.58/ﾔ

快適なトイレ　便利・清潔・安心して滞在できる空間 日本トイレ協会∥編 柏書房 2022年8月 518.5/ﾆ

ドローンのつくり方・飛ばし方　構造、原理から制作・カスタマイズまで 野波  健蔵∥他 オーム社 2022年8月 538.6/ﾉ

ワンオペ完全マニュアル 柴田書店 2022年8月 673.9/ﾜ

　バル・ビストロ・レストラン　２０店が実践する一人で店をまわすための仕事術

とびだせ！長谷川義史　ぼくの歩いてきた道 長谷川　義史 求龍堂 2022年7月 726.5/ﾊ

終止符のない人生 反田　恭平 幻冬舎 2022年7月 762.1/ｿ

阿川佐和子のこの噺家に会いたい 阿川　佐和子 文藝春秋 2022年8月 779.1/ｱ

　１５人の落語家・講談師が明かす笑いと語りのエッセンス。

知識の海へ　児童図書館基本蔵書目録　３ 東京子ども図書館 2022年8月 909/ﾁ

森鷗外　学芸の散歩者 中島　国彦 岩波書店 2022年7月 910.2/ﾓ

夏井いつきの「今日から一句」 夏井　いつき 第三文明社 2022年8月 911.3/ﾅ/ﾁｬ

工藤直子詩集 工藤　直子 角川春樹事務所 2022年7月 911.5/ｸ/ｸﾛ

寺山修司詩集 寺山　修司 角川春樹事務所 2022年7月 911.5/ﾃ/ｸﾛ

宮沢賢治詩集 宮沢　賢治 角川春樹事務所 2022年7月 911.5/ﾐ/ｸﾛ

内憂　惣目付臨検仕る　４ 上田　秀人 光文社 2022年8月 BF/ｳｴ

ホーンテッド・キャンパス　オシラサマの里〔２０〕 櫛木　理宇 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年8月 BF/ｸｼ/20

父の声 小杉　健治 文藝春秋 2022年7月 BF/ｺｽ

藩主の座　おれは一万石 千野　隆司 双葉社 2022年8月 BF/ﾁﾉ

世継の壁　おれは一万石　２１ 千野　隆司 双葉社 2022年7月 BF/ﾁﾉ

俺ではない炎上 浅倉　秋成 双葉社 2022年5月 F/ｱｻ

小さき王たち　泥流　第２部 堂場　瞬一 早川書房 2022年7月 F/ﾄﾞｳ/2

殺人者の白い檻 長岡　弘樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 F/ﾅｶﾞ

家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ 新潮社 2022年8月 F/ﾉﾅ

〈ティーンズ〉

葬送のフリーレン　ＶＯＬ．９ アベ　ツカサ 小学館 2022年9月 S726/ｱ/9

●新着資料リスト●



〈児童〉

なんで勉強するんだろう？ 齋藤  孝 幻冬舎 2022年7月 15/ｻ

法律がわかる！桃太郎こども裁判所 岩貞　るみこ 講談社 2022年7月 32/ｲ

こどもが探せる身近な場所のきれいな石材図鑑 柴山　元彦（他） 創元社 2022年7月 45/ｼ

地球がもし１００ｃｍの球だったら　子どもＳＤＧｓ版 永井　智哉 世界文化社 2022年8月 45/ﾅ

はまったら抜けだせない！？食虫植物 田辺　直樹∥監修 岩崎書店 2022年7月 47/ﾊ

だれのからだ？　もようやかたちでわかる動物のひみつ 有沢  重雄∥構成 偕成社 2022年7月 48/ｱ

立てないキリンの赤ちゃんをすくえ　安佐動物公園の挑戦 佐藤　真澄 静山社 2022年7月 48/ｻ

鳥は恐竜だった　鳥の巣から見た進化の物語 鈴木　まもる アリス館 2022年7月 48/ｽ

せつない！いきものの死に方図鑑 今泉  忠明∥監修 宝島社 2022年8月 48/ｾ

お山のライチョウ 戸塚　学∥写真・文 偕成社 2022年7月 48/ﾄ

みえた！せかいのうみのふしぎ　ひかりではっけん キャロン  ブラウン くもん出版 2022年6月 48/ﾌﾞ

ひがたはたからばこ　青いカニみつけた よしの　ゆうすけ∥写真・文 徳間書店 2022年7月 48/ﾖ

最強の城へタイムワープ　歴史漫画タイムワープシリーズ チーム・ガリレオ∥ストーリー 朝日新聞出版社 2022年8月 52/ﾁ

１話５分おんどく名作 １年生 加藤  俊徳∥監修 世界文化社 2022年8月 80/ｲ/1

１話５分おんどく名作 ２年生 加藤  俊徳∥監修 世界文化社 2022年8月 80/ｲ/2

なぞなぞでおばけやしきたんけん 大島　妙子 アリス館 2022年8月 Ｅ/ｵ

わんぱくだんのバスごっこ 末崎　茂樹 ひさかたチャイルド 2022年8月 Ｅ/ｽ

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



あたらしく購入した本　 （１０/１５～１０/２１） 2022年10月22日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＡＩ新世 人工知能と人類の行方 小林  亮太　他 文藝春秋 2022年8月 007.1/ｺ

ＳＮＳ別最新著作権入門 井上  拓 誠文堂新光社 2022年8月 021.2/ｲ

  「これって違法！？」の心配が消えるＩＴリテラシーを高める基礎知識

西田幾多郎『善の研究』を読む 藤田  正勝 筑摩書房 2022年8月 121.6/ﾆ

ワシントン 共和国の最初の大統領 中野  勝郎 山川出版社 2022年8月 289.3/ﾜ

ロシアとシリア ウクライナ侵攻の論理 青山  弘之 岩波書店 2022年7月 319.2/ｱ

脱成長と欲望の資本主義 丸山  俊一 東洋経済新報社 2022年9月 332/ﾏ

今、若者たちと Ｚ世代、ミレニアル世代とつくる新しいパーパス 日本経済新聞社　他∥編 日経ＢＰ日本経済新聞出版 2022年7月 335/ﾆ

思春期のトリセツ 黒川  伊保子 小学館 2022年8月 367.3/ｸ

「認知症の人」への接し方のきほん 矢吹  知之 翔泳社 2022年8月 369.2/ﾔ

  あなたの家族に最適な方法が見つかる！

  「場面別」かかわり方のポイント 

先生を、死なせない。 妹尾  昌俊　他 教育開発研究所 2022年8月 374.3/ｾ

  教師の過労死を繰り返さないために、今、できること

読み書き障害〈ディスレクシア〉のある人へのサポート入門 河野  俊寛　他 読書工房 2022年7月 378/ｺ

遠野物語と柳田國男 日本人のルーツをさぐる 新谷  尚紀 吉川弘文館 2022年9月 382.1/ｼ

空爆論 メディアと戦争 吉見  俊哉 岩波書店 2022年8月 398.3/ﾖ

ＮＨＫスペシャル恐竜超世界ＩＮ  ＪＡＰＡＮ 植田  和貴 日経ナショナルジオグラフィック 2022年8月 457.8/ｳ

化石が語るサルの進化・ヒトの誕生 知識ゼロからの京大講義 高井  正成　他 丸善出版 2022年7月 457.8/ﾀ

きらわれ虫の真実 なぜ、ヤツらはやってくるのか 谷本  雄治 太郎次郎社エディタス 2022年8月 486/ﾀ

どうせ死ぬなら自宅がいい 近藤  誠 エクスナレッジ 2022年8月 490.14/ｺ

トコトンやさしい自動運転の本 クライソン  トロンナムチャイ 日刊工業新聞社 2022年8月 537.8/ｸ

原発再稼働 葬られた過酷事故の教訓 日野  行介 集英社 2022年8月 543.5/ﾋ

メタバースビジネス覇権戦争 新  清士 ＮＨＫ出版 2022年8月 548/ｼ

最新Ｗｅｂ３とメタバースがよ～くわかる本 長橋  賢吾 秀和システム 2022年8月 548/ﾅ

  トークンエコノミーが拓く次世代Ｗｅｂの世界

エコな毎日 中嶋  亮太　他 翔泳社 2022年7月 590/ﾅ

４０代まんが家  コロナになりました 林  晴々 集英社クリエイティブ 2022年7月 726/ﾊ

ニュースがわかる基礎用語 ２０２２－２０２３年版 清水書院 2022年8月 814.7/ﾆ/ｱｶ

ワンダーランドに卒業はない 中島  京子 世界思想社 2022年8月 909/ﾅ

ベスト・エッセイ ２０２２ 日本文藝家協会∥編 光村図書出版 2022年8月 914.6/ﾆ/22

復活への底力 運命を受け入れ、前向きに生きる 出口  治明 講談社 2022年7月 916/ﾃﾞ

ソロキャン！ 秋川  滝美 朝日新聞出版 2022年8月 BF/ｱｷ

こんな日のきみには花が似合う 蒼井  ブルー ＮＨＫ出版 2022年6月 F/ｱｵ

我、鉄路を拓かん 梶  よう子 ＰＨＰ研究所 2022年9月 F/ｶｼﾞ

噓つきジェンガ 辻村  深月 文藝春秋 2022年8月 F/ﾂｼﾞ

レッドゾーン 臨床の砦 夏川  草介 小学館 2022年9月 F/ﾅﾂ

愚者の階梯（かいてい） 松井  今朝子 集英社 2022年9月 F/ﾏﾂ

山口古民家カフェ＆レストラン ２  ザメディアジョン 2022年8月 Y291/ﾔ/2

〈ティーンズ〉

「みんな違ってみんないい」のか？ 相対主義と普遍主義の問題 山口  裕之 筑摩書房 2022年7月 S104/ﾔ

〈児童〉

実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ４２ 朝日新聞出版 2022年8月 40/ｼﾞ/42

すばらしき宇宙の図鑑 宇宙飛行士だから知っている 野口  聡一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年7月 53/ﾉ 

ドリトル先生  ガラパゴスを救う 新ドリトル先生物語 福岡  伸一 朝日新聞出版 2022年7月 91/ﾌ

パンしろくま 柴田  ケイコ ＰＨＰ研究所 2022年8月 E/ｼ

ミイラのなぞをとけ  おとうとうさぎ！ ヨンナ  ビョルンシェーナ クレヨンハウス 2022年8月 E/ﾋﾞ

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

●新着資料リスト●


