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◇中央図書館

〈一般〉

Ｗｏｒｄ  ＆  Ｅｘｃｅｌ完全ガイド 基本操作＋疑問・困った解決＋便利ワザ 国本  温子 ＳＢクリエイティブ 2022年11月 007.6/ｸ

  改訂第２版

まちよみ・またよみ 絵本を使った子育てのすすめ 内田  早苗 岩崎書店 2022年11月 019.5/ｳ

ギネス世界記録 ２０２３ 角川アスキー総合研究所 2022年11月 031.5/ｷﾞ/23

魏志倭人伝と邪馬台国 まるわかり講座 榊原  英夫 海鳥社 2022年11月 210.2/ｻ

家康の戦略を支えた最強徳川家臣団のすべて 伊藤  賀一∥監修 宝島社 2022年11月 288.3/ｲ

藤原道長 摂関期の政治と文化 大津  透 山川出版社 2022年11月 289.1/ﾌ

転生 満州国皇帝・愛新覚羅家と天皇家の昭和 牧  久 小学館 2022年8月 289.2/ｱ

名古屋 ’２３ 昭文社 2022年12月 291.5/ﾅ/23

るるぶ南紀白浜  伊勢  志摩 ’２３ ＪＴＢパブリッシング 2022年12月 291.6/ﾙ/23

るるぶ長崎 ハウステンボス  佐世保  雲仙 ’２４ ＪＴＢパブリッシング 2022年12月 291.9/ﾙ/24

文藝春秋オピニオン２０２３年の論点 文藝春秋 2023年1月 304/ﾌﾞ

ルポ  虐待サバイバー 植原  亮太 集英社 2022年11月 367.6/ｳ

「立方体が描けない子」の学力を伸ばす 宮口  幸治 ＰＨＰ研究所 2022年10月 368.7/ﾐ

遊廓・花柳界・ダンスホール・カフェーの近代史 小針  侑起 河出書房新社 2022年10月 384.9/ｺ

基地はなぜ沖縄でなければいけないのか 川名  晋史 筑摩書房 2022年11月 395.3/ｶ

ノーベル化学賞に輝いた研究のすごいところをわかりやすく説明してみた 山口  悟 ベレ出版 2022年10月 430/ﾔ

タコのはなし その意外な素顔 池田  譲 成山堂書店 2022年11月 484.7/ｲ

一生頭がよくなり続けるすごい脳の使い方 加藤  俊徳 サンマーク出版 2022年11月 491.37/ｶ

赤ちゃんの命を守るあおむけ寝 乳幼児突然死症候群にならないために 仁志田  博司 東京書籍 2022年11月 493.91/ﾆ

１日１杯血液のおそうじスープ 栗原  毅 アスコム 2022年10月 498.58/ｸ

  中性脂肪減×高血圧改善×動脈硬化予防

キャシー中島  伝えたい私のキルト キルトを愛して５０年 キャシー中島 日本ヴォーグ社 2022年11月 594.9/ｷ/ｸﾞﾘ

「どうする？」がわかる赤ちゃんと子どもの病気・ケガホームケアＢＯＯＫ 細部  千晴∥監修 ナツメ社 2022年12月 598.3/ﾄﾞ

  はじめてママ＆パパも安心

ケンゴとヒサト サッカー人生以外にも役に立つサッカーの話 中村  憲剛　他 集英社 2022年11月 783.4/ﾅ

ハンモックハイキング ハンモックを野営道具とする登山スタイル教本 二宮  勇太郎 山と溪谷社 2022年12月 786/ﾆ

花札を初めてやる人の本 大石天狗堂∥監修 つちや書店 2022年11月 797.1/ﾊ

これだけは知っておきたい公用文の書き方・用字用語例集 第３版 渡辺  秀喜 日本加除出版 2022年10月 816.4/ﾜ

誰が国家を殺すのか ５ 日本人へ 塩野  七生 文藝春秋 2022年11月 914.6/ｼ

高家表裏譚 ６ 陰戦（いんとう） 上田  秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年11月 BF/ｳｴ/6

相棒 ｓｅａｓｏｎ２０中 輿水  泰弘　他∥脚本 朝日新聞出版 2022年11月 BF/ｺｼ/20

目をあけてごらん、離陸するから 大崎  清夏 リトルモア 2022年11月 F/ｵｵ

タクジョ！ 〔２〕 みんなのみち 小野寺  史宜 実業之日本社 2022年11月 F/ｵﾉ/2

闇の聖域 佐々木  譲 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年11月 F/ｻｻ

任務 松本清張未刊行短篇集 松本  清張 中央公論新社 2022年11月 F/ﾏﾂ

すべてのことはメッセージ  小説ユーミン 山内  マリコ マガジンハウス 2022年10月 F/ﾔﾏ

教誨（きょうかい） 柚月  裕子 小学館 2022年11月 F/ﾕｽﾞ

現代用語の基礎知識 ２０２３ 自由国民社 2023年1月 R813/ｹﾞ/23

〈ティーンズ〉

夢十夜 夏目  漱石 文研出版 2022年10月 SF/ﾅﾂ

●新着資料リスト●



〈児童〉

ネットリテラシー・パーフェクトガイド 稲葉  茂勝　ほか 新日本出版社 2022年10月 00/ｲ

マリー・キュリー デミ 光村教育図書 2022年10月 28/ｷ

そうだったのか！国の名前由来ずかん 西村  まさゆき ほるぷ出版 2022年11月 29/ﾆ

めざせ、イグ・ノーベル賞！？おもしろ自由研究 １ 人体 沼田  晶弘∥監修 汐文社 2022年10月 37/ﾒ/1

めざせ、イグ・ノーベル賞！？おもしろ自由研究 ２ 生きもの 沼田  晶弘∥監修 汐文社 2022年11月 37/ﾒ/2

実験対決 ４３ 火山の対決 鐘賢∥絵 朝日新聞出版 2022年11月 40/ｼﾞ/43

タンポポのたんけん おくやま  ひさし 少年写真新聞社 2022年10月 47/ｵ

生きかたイロイロ！昆虫変態図鑑 川邊  透 ポプラ社 2022年11月 48/ｶ

こんちゅう ひとりでよめるずかん Ｇａｋｋｅｎ 2022年11月 48/ｺ

はじめての宇宙旅行ガイド １ ＩＳＳに泊まる旅行 寺薗  淳也∥監修 フレーベル館 2022年9月 53/ﾊ

それで、いい！ 礒  みゆき ポプラ社 2022年11月 91/ｲ

やくやもしおの百人一首 久保田  香里 くもん出版 2022年11月 91/ｸ

わたし、いえた！ 深山  さくら 岩崎書店 2022年11月 91/ﾐ

でんしゃがきた！ 石橋  真樹子 福音館書店 2022年11月 E/ｲ

そらのゆうびんやさん くまくら  珠美 理論社 2022年11月 E/ｸ

かえりみちとっとこ ひろまつ こやま  ともこ 岩崎書店 2022年11月 E/ｺ

ぐいーん！こうしょさぎょうしゃ 鈴木  まもる 偕成社 2022年11月 E/ｽ

ほん ナタリー  フープス 子どもの未来社 2022年10月 E/ﾌ

いつつごうさぎとゆきのもり まつお  りかこ 岩崎書店 2022年12月 E/ﾏ

交通安全大王 よしなが  こうたく 好学社 2022年11月 E/ﾖ

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


