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◇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。


