●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （３/２６～４/１）

2022年4月2日作成

◇中央図書館
〈一般〉

最新インターネットの法律とトラブル対策
今すぐ使えるかんたんＷｏｒｄ ２０２１
今すぐ使えるかんたんＥｘｃｅｌ ２０２１
４人の子どもを東大理三に合格させた
佐藤ママが教えるわが子の知能と心を育てる「読み聞かせ」！
〈叱る依存〉がとまらない
生きのびるための「失敗」入門
エジプトの女王 ６人の支配者で知る新しい古代史
ルース・ベイダー・ギンズバーグ アメリカを変えた女性
世界遺産 絶景でめぐる自然遺産 完全版
横浜 中華街・みなとみらい ’２３
京都 ’２３
るるぶ大阪ベスト ’２３
石垣・宮古 竹富島・西表島 ’２３
深掘り！日本の地名 知って驚く由来と歴史
車中泊研究家が教える車中泊で巡るオススメ道の駅ガイド
クルマを使って気ままな旅に出かけよう！ ２０２２
ドライブ関西中国四国ベスト
一気にわかる！池上彰の世界情勢 ２０２２
今のまま働き続けていいのか一度でも悩んだことがある人のための
新しいキャリアの見つけ方
「非会社員」の知られざる稼ぎ方
しゃべらなくても楽しい！シニアに超やさしい
筋トレ・脳トレ・ストレッチ体操５０
有職故実から学ぶ年中行事百科
ニキビは皮膚科で治す 正しい治療法とセルフケアの仕方
季節の不調が必ずラク～になる本 花粉症 夏バテ カゼ
最新カーボンニュートラルの基本と動向がよ～くわかる本
ヨンジョンの幸せ韓国ごはん 簡単＆おいしく作れる７８レシピ
パン＆サンドイッチ おいしい！３００レシピ
はじめての和菓子レッスン 決定版
全部レンチン！たんぱく質の作りおき＆ラク早おかず２１８
忙しい人専用「つくりおき食堂」の超ベストレシピ
日本の廃駅＆保存駅１３６ 鉄道の歴史遺産を全国に追う 感動編
読売報道写真集 ２０２２
新しいあいさつ・スピーチ文例集 コロナで変わった！
冠婚葬祭・職場・学校・諸行事例文集
「させていただく」の使い方 日本語と敬語のゆくえ
タイム・スリップ芥川賞
「文学って、なんのため？」と思う人のための日本文学入門
レニーとマーゴで１００歳
牛首村 実話怪談
勘定侍柳生真剣勝負 ５ 奔走
あきない世傳 金と銀 １２ 出帆篇
赤と青とエスキース
ひとり旅日和 〔３〕 運開き！
母の待つ里
ひとりでカラカサさしてゆく
ミーツ・ザ・ワールド

森 公任 他∥監修
ＡＹＵＲＡ 他
ＡＹＵＲＡ 他
佐藤 亮子

三修社
技術評論社
技術評論社
水王舎

村中 直人
雨宮 処凛
カーラ クーニー

紀伊國屋書店 2022年2月 141.6/ﾑ
河出書房新社 2022年1月 159.7/ｱ

ルース ベイダー ギンズバーグ 他

日経ナショナルジオグラフィック社

晶文社

2022年1月 007.3/ｻ
2022年2月 007.6/ｱ
2022年2月 007.6/ｱ
2022年2月 019.5/ｻ

2022年3月 242/ｸ
2022年1月 289.3/ｷﾞ

地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2022年2月 290.9/ﾁ

宇田川 勝司

昭文社
昭文社

2022年2月 291.3/ﾖ/23

ＪＴＢパブリッシング

2022年2月 291.6/ﾙ/23

2022年2月 291.6/ｷ/23

2022年2月 291.9/ｲ/23
昭文社
2022年2月 291/ｳ
ベレ出版
八重洲出版 2022年1月 291/ｼ/2022

昭文社

2022年3月 291/ﾄﾞ

池上 彰
有山 徹

毎日新聞出版 2022年1月 302/ｲ/22

アスコム

2022年1月 366.2/ｱ

村田 らむ
斎藤 道雄

光文社
黎明書房

2022年1月 366.8/ﾑ
2022年2月 369.2/ｻ

八條 忠基
鳥居 靖史
瀬戸 佳子
池原 庸介
キム ヨンジョン
沼津 りえ
金塚 晴子 他
食のスタジオ∥編集
若菜 まりえ
笹田 昌宏

淡交社
現代書林

2022年2月 386.1/ﾊ
2022年2月 494.8/ﾄ

文化学園文化出版局

2022年2月 498.41/ｾ

秀和システム 2022年2月 519.3/ｲ
マイナビ出版 2022年11月 596.22/ｷ
2022年1月 596.63/ﾇ
永岡書店
家の光協会 2022年1月 596.65/ｶ

新星出版社 2022年2月 596/ｼ/ｵﾚ
2022年1月 596/ﾜ/ｵﾚ
扶桑社
イカロス出版 2022年2月 686.5/ｻ
読売新聞東京本社

2022年2月 748/ﾖ/22

すぴーち工房

法研

2022年1月 809.4/ｽ

椎名 美智
菊池 良

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年1月 815.8/ｼ

マリアンヌ クローニン
吉田 悠軌 他
上田 秀人
髙田 郁
青山 美智子
秋川 滝美
浅田 次郎
江國 香織
金原 ひとみ

新潮社
竹書房
小学館

ダイヤモンド社 2022年1月 910.2/ｷ

2022年1月 933.7/ｸ
2022年1月 B147/ﾖ
2022年2月 BF/ｳｴ/5

角川春樹事務所 2022年2月 BF/ﾀｶ/12

ＰＨＰ研究所

2021年11月

F/ｱｵ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 F/ｱｷ/3

新潮社
新潮社
集英社

2022年1月 F/ｱｻ
2021年12月

F/ｴｸ

2022年1月 F/ｶﾈ

山狩
教育
鑑定人 氏家京太郎
土佐くろしお鉄道殺人事件
怪物

笹本
遠野
中山
西村
東山

稜平
遥
七里
京太郎
彰良

光文社

2022年1月 F/ｻｻ

河出書房新社 2022年1月 F/ﾄｵ
2022年1月 F/ﾅｶ
双葉社

新潮社
新潮社

2022年1月 F/ﾆｼ
2022年1月 F/ﾋｶﾞ

〈児童〉

坂本龍馬ｖｓ．エジソン 歴史人物バトル アメリカ編
Ｏｈ！金 ３ お金と社会の関係を知ろう！
ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる １
目の不自由な人をよく知る本
ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる ２
耳の不自由な人をよく知る本
科学探偵ＶＳ．ミステリートレイン
この空のずっとずっと向こう
かがやき子ども病院トレジャーハンター
推しトモ！
小さな手 ホラー短編集
シェルパのポルパ 火星の山にのぼる
こんとごん てんてんありなしのまき
ずんずんばたばたおるすばん
へそまがりねこマックス
でんせつのチョコレート

28/ｻ
あんびる えつこ∥監修 フレーベル館 2022年1月 33/ｵ/3
障害のある人とともに生きる本編集委員会∥編 合同出版
2021年1月 36/ｼ/1
チーム ガリレオ∥ストーリー 朝日新聞出版 2022年1月

障害のある人とともに生きる本編集委員会∥編

合同出版

2022年1月 36/ｼ/2

佐東 みどり ほか
鳴海 風
まはら 三桃
吉田 桃子
金原 瑞人∥編訳
梨木 羊
早川 純子∥え
降矢 なな
ソフィー ブラッコール
みやにし たつや

朝日新聞出版 2022年2月 91/ｶ
2022年1月 91/ﾅ
ポプラ社

講談社
ＰＨＰ研究所
岩波書店
岩波書店
福音館書店
福音館書店

2022年1月 91/ﾏ
2022年1月 91/ﾖ

ＡＰｅＣＡ

2022年2月 E/ﾐ

ユニバーサルミュージックジャパン

2021年12月

ビクターエンタテインメント

2021年9月 CD131/ｸ

アイ・ヴィー・シー

2021年

2022年1月 93/ﾁ/ｺﾜｲ
2022年1月 E/ﾅ
2022年2月 E/ﾊ

2022年2月 E/ﾌ
光村教育図書 2022年1月 E/ﾌﾞ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

夜にしがみついて、朝で溶かして
ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼きfeat.梅干し
アルジャーノンに花束を

クリープハイプ∥唄
桑田 佳祐∥唄
ダニエル・キイス∥原作

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

CD131/ｸ
DVﾖｳ/ｱﾙ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （４/２～４/８）

2022年4月9日作成

◇中央図書館
〈一般〉

レインボーブックガイド 多様な性と生の絵本
一冊でわかる鎌倉時代
国境を超えたウクライナ人
ルポ自助２０２０－ 頼りにならないこの国で
世界を震撼させた日本人 心を奮い立たせる日本の偉人
１４歳から考えたいアメリカの奴隷制度
難民鎖国ニッポン ウィシュマさん事件と入管の闇
まどさんの詩で時間割 声にのせ、言葉をそだてる。
一目でわかるイメージ式！高校数学・公式図鑑
臓器収奪－消える人々
中国の生体臓器ビジネスと大量殺人、その漆黒の闇
３０秒で耳の聞こえがよくなる「耳体操」 耳鳴、難聴、めまいを改善！
月曜断食やってみたらスルッとやせました。 アラフォーでも体型キープできてます

さばの缶づめ、宇宙へいく 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち
いちばんやさしい新しいサーバーの教本
人気講師が教える動かして理解する基礎からコンテナまで
素敵に暮らす大人のお金のコツ 自分らしく、朗らかな日々のために
長生き地獄 資産尽き、狂ったマネープランへの処方箋
知識ゼロからの有機・無農薬の家庭菜園 写真とイラストでよくわかる

終活も断捨離もメルカリ、ヤフオクで！

草谷 桂子
オリガ ホメンコ
石井 光太
門田 隆将 他
ヘザー アンドレア ウィリアムズ

志葉 玲
いわなべ たいじ
涌井 良幸 他
イーサン ガットマン
柴田 友里絵
おにぎり２５２５
小坂 康之 他
水野 源

子どもの未来社 2022年2月

019.5/ｸ

河出書房新社 2022年1月 210.4/ｲ
2022年2月 283.8/ﾎ
群像社

筑摩書房
ＳＢクリエイティブ

2022年1月 302.1/ｲ
2022年2月 304/ｶ

2022年2月 316.8/ｳ
すばる舎
かもがわ出版 2022年2月 329.9/ｼ
かもがわ出版 2022年3月 370.4/ｲ
技術評論社 2022年2月 410.3/ﾜ
ワニ・プラス 2022年2月 490.15/ｶﾞ

ＰＨＰ研究所 2022年1月 496.6/ｼ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年1月

498.58/ｵ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

イースト・プレス 2022年1月

538.9/ｺ

インプレス

2022年1月 547.4/ﾐ/P

主婦の友社 2022年2月 590.4/ｽ
森永 卓郎
本多 勝治
鈴木 絢市郎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年1月 591/ﾓ

伊藤 理佐

オレンジページ 2022年3月 726/ｲ/11

家の光協会 2022年1月 626.9/ﾎ
ＷＡＶＥ出版 2022年2月 673.3/ｽ

スマホで簡単！超ビギナーからシニアまで 捨てるくらいなら売ってみよう！

おかあさんの扉 １１ アイドルを探せ
ターシャ・テューダー 人生の楽しみ方
老後とピアノ
図説 花開くアメリカ児童文学 「若草物語」から「大草原の小さな家」まで

「こどもの本」の創作講座 おはなしの家を建てよう
ＬＯＶＥ ＆ ＳＤＧｓ 車いすでもあきらめない世界をつくる
日刊イ・スラ 私たちのあいだの話
密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック
月の光の届く距離
愚かな薔薇
六つの村を越えて髭をなびかせる者
ミシンと金魚
ＲＥＮＯＦＡ ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ ＦＣ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＧＵＩＤＥ ＢＯＯＫ
公式観戦ガイドブック ２０２２

稲垣 えみ子
ちば かおり
村中 李衣
織田 友理子
イ スラ
鴨崎 暖炉
宇佐美 まこと
恩田 陸
西條 奈加
永井 みみ

河出書房新社 2022年1月 909/ﾁ
2022年1月 909.3/ﾑ
金子書房

鳳書院
朝日出版社
宝島社
光文社
徳間書店
ＰＨＰ研究所
集英社
レノファ山口

2022年1月 916/ｵ
2021年11月

929.1/ｲ

2022年2月 BF/ｶﾓ
2022年1月 F/ｳｻ
2021年12月

F/ｵﾝ

2022年1月 F/ｻｲ
2022年2月 F/ﾅｶﾞ
2022年2月 Y783/ﾚ

香川 真澄

レノファ山口 2021年12月 Y783/ﾚ
2021年12月 Y916/ﾎ
花書院
2022年4月 YF/ｶｶﾞ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ
倉林舎

山室 有紀子

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年1月 SBF/ﾔﾏ

レノファ山口ＦＣ 公式シーズンブック ２０２１シーズン総括 ２０２１－２０２２

「ほびっと」とわたし それぞれの５０年
ドラゴン・クラウ 香川真澄散文作品集 １

河出書房新社 2022年1月 726.6/ﾃ
2022年1月 763.2/ｲ
ポプラ社

〈ティーンズ〉

グッバイ、ドン・グリーズ！

〈児童〉

１０代で知っておきたい「同意」の話 ＹＥＳ、ＮＯを自分で決める１２のヒント

中学校ってどんなとこ？ 楽しい中学生活のヒント大全
名探偵コナンの１２才までに理科センスを育てる１５３問
生物がすむ果てはどこだ？ 海底よりさらに下の地底世界を探る
すがたをかえるたべものしゃしんえほん １９ せんべいができるまで
ドラえもん探究ワールド イヌの不思議
ユウリさんの電車とバスででかけよう
まるで本物！？あそべる工作 ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう 〔１〕

ジャスティン ハンコック 河出書房新社 2022年1月 36/ﾊ
世界文化ブックス 2022年1月 37/ﾁ
2022年2月 40/ﾒ
小学館
諸野 祐樹
くもん出版 2022年1月 46/ﾓ
2022年1月 61/ﾐ/19
宮崎 祥子∥構成
岩崎書店
2022年2月 64/ﾌ
藤子 Ｆ 不二雄∥まんが 小学館
2022年2月 68/ﾄﾞ
読書工房
国土社
2022年1月 75/ｲ
いしかわ まりこ
汐文社

彼の名はウォルター
ハッピーハッピーバースデー！
あなのなかから…

エミリー ロッダ
岡村 志満子
さいとう しのぶ

あすなろ書房 2022年1月 93/ﾛ
くもん出版 2022年1月 E/ｵ

宇多田 ヒカル∥唄
Ｓａｕｃｙ Ｄｏｇ∥唄

エピックソニー 2022年2月 CD131/ｳ

あすなろ書房 2022年1月 E/ｻ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

ＢＡＤモード
レイジーサンデー

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

エースケッチ 2021年8月 CD131/ｻ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （４/９～４/２２）

2022年4月23日作成

◇中央図書館
〈一般〉

疲れないパソコン仕事大全

大林 ひろこ

技術評論社 2022年3月 007.6/ｵ

伊集院 光
アルフレッド アドラー
本村 凌二
高峰 武

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 019.9/ｲ

「ムダな操作の繰り返し」から解放される あらゆる場面で、すぐに役立つ一生モノの時短スキル

名著の話 僕とカフカのひきこもり
人間の意味 なにが、あなたの「現実」をつくるのか
テルマエと浮世風呂 古代ローマと大江戸日本の比較史
生き直す 免田栄という軌跡
今、泊まりたい１棟貸しの宿１００ ニッポンでバカンスを。
北海道 ’２３ まっぷるマガジン
仙台・松島 宮城 ’２３
群馬 草津 伊香保・みなかみ ’２３ まっぷるマガジン
るるぶ淡路島 鳴門 ’２３
るるぶ高知 四万十 〔２０２２－２〕
沖縄 ’２３ まっぷるマガジン
九州 ’２３ まっぷるマガジン
るるぶドライブ九州ベストコース ’２３
オードリー・タンが語るデジタル民主主義
妻六法
あなたの人生に最適なお金の増やし方が見つかる投資図鑑
統計でみる日本 ２０２２
社会人のための社会福祉士 ソーシャルワーカーを目指すあなたへ

オードリー タン
森 公任（他）
内藤 忍

興陽館
ＮＨＫ出版
弦書房

2022年2月 146.1/ｱ

ＪＴＢパブリッシング

2022年2月 291/ｲ

昭文社
昭文社
昭文社

2022年3月 291.1/ﾎ/23

ＪＴＢパブリッシング

2022年3月 291.6/ﾙ/23

ＪＴＢパブリッシング

2022年3月 291.8/ﾙ/22

昭文社
昭文社

2022年3月 291.9/ｵ/23

ＪＴＢパブリッシング

2022年3月 291.9/ﾙ/23

ＮＨＫ出版
扶桑社

2022年2月 312.2/ｵ

2022年2月 232/ﾓ
2022年1月 289.1/ﾒ

2022年3月 291.2/ｾ/23
2022年3月 291.3/ｸﾞ/23

2022年3月 291.9/ｷ/23

2022年2月 320/ﾓ

ＳＢクリエイティブ 2022年1月

338.1/ﾅ

日本統計協会 2022年1月 351/ﾄ/22

上山崎 悦代（他）∥編著 学文社
日本法令
明石書店
廣川 まさき
集英社

2022年1月 369.1/ｶ/ｱｵ

ダウン症の子をもつ税理士が書いた障がいのある子の「親なきあと」対策 藤原 由親
外国人の子ども白書 権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から 荒牧 重人（他）∥編

2022年2月 369.2/ﾌ

チャイルドヘルプと歩んで

2022年2月 369.4/ﾋ

2022年2月 369.4/ｱ

虐待児童を救い続けるアメリカ最大の民間組織に日本が学べること

「もう大丈夫！」不登校そうだんしつ
鼎談（ていだん） なぜ子どもたちは生きづらいのか
「いま」を生き抜くためのヒント
先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています？
〈鳥取環境大学〉の森の人間動物行動学
トコトンやさしい水道の本 今日からモノ知りシリーズ
家庭料理技能検定公式ガイド１級 準１級 ２級
おいしい家庭料理を極め、みんなの健康をつくる
家庭料理技能検定公式ガイド３級
料理の基本をマスターし、食と健康の基礎を学ぶ
家庭料理技能検定公式ガイド４級
食べることは、未来の自分をつくること
家庭料理技能検定公式ガイド５級
食べるってたいせつ！作るって楽しい！
ターシャ・テューダーのイラスト図鑑
大谷翔平 常識を超えた１００の秘密
おいしい味の表現術
うまれることば、しぬことば
＃（ハッシュタグ）寂聴さん 秘書がつぶやく２人のヒミツ
ふたつの波紋
人生の旅をゆく ４
読んで、旅する。
『ニューヨーク・タイムズ』のドナルド・キーン
対テロ工作員になった私
「ごく普通の女子学生」がＣＩＡにスカウトされて
ぼくはただ、物語を書きたかった。

阿部 伸一
天童 荒太（他）

ジーオーティー 2022年2月 371.4/ｱ

金剛出版

2022年2月 371.4/ﾃ

小林 朋道

築地書房

2022年2月 481.7/ｺ

高堂 彰二
香川 明夫∥監修

女子栄養大学出版部

2022年2月 596/ｶ

香川 明夫∥監修

女子栄養大学出版部

2022年2月 596/ｶ

香川 明夫∥監修

女子栄養大学出版部

2022年2月 596/ｶ

香川 明夫∥監修

女子栄養大学出版部

2022年2月 596/ｶ

ターシャ テューダー

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 726.5/ﾃ

瀬戸 賢一∥編
酒井 順子
瀬尾 まなほ
伊藤 比呂美（他）
吉本 ばなな
伊集院 静
ドナルド キーン
トレイシー ワルダー（他）
ラフィク シャミ

日刊工業新聞社 2022年2月

インテルフィン 2022年1月
2022年2月
集英社
2022年2月
集英社
2022年1月
東京新聞
2022年2月
文藝春秋
ＮＨＫ出版 2022年2月
2022年2月
小学館

518.1/ｺ

783.7/ｵ
801.6/ｾ
810.4/ｻ
910.2/ｾ
910.4/ｲ
914.6/ﾖ/4

915.6/ｲ

中央公論新社 2022年2月 934.7/ｷ

原書房

2022年2月 936/ﾜ

西村書店

2022年2月 940.2/ｼ

義経と郷姫（さとひめ）
出身成分
おはようおかえり
あかずの扉の鍵貸します
レジェンドアニメ！ ハケンアニメ！
鬼人幻燈抄 大正編〔２〕
月の王
奇跡
空にピース
ヒカリ文集

篠 綾子
松岡 圭祐
近藤 史恵
谷 瑞恵
辻村 深月
中西 モトオ
馳 星周
林 真理子
藤岡 陽子
松浦 理英子

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 BF/ｼﾉ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年1月 BF/ﾏﾂ

ＰＨＰ研究所 2021年11月 F/ｺﾝ
2021年10月 F/ﾀﾆ
集英社
マガジンハウス 2022年3月 F/ﾂｼﾞ
2022年3月 F/ﾅｶ
双葉社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 F/ﾊｾ
2022年2月 F/ﾊﾔ
講談社
2022年2月 F/ﾌｼﾞ
幻冬舎
2022年2月 F/ﾏﾂ
講談社

〈ティーンズ〉
2022年2月 S726/ﾄ
ＰＨＰ研究所 2022年2月 SF/ｳｼﾞ
2022年1月 SF/ﾖｼ
徳間書店

ボートみたいなパパのうで

オイヴィン トールシェーテル 英治出版

５４字の物語 ∞（エイト）
階段ランナー

氏田 雄介∥編著
吉野 万理子

〈児童〉

１人１台時代の情報モラル そのパスワード、人に教えていいの？ １ 秋山 浩子
ヤワな大人にならない！もっと生きかたルールブック
齋藤 孝∥監修
世界はとつぜん変わってしまう？
百瀬 しのぶ

汐文社

2022年1月 00/ｱ

日本図書センター

2022年2月 15/ﾔ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 36/ﾓ

もし、「あたりまえ」の毎日が、ある日とつぜんうしなわれたら？をかんがえる本。

サクラ はる なつ あき ふゆ
おくやま ひさし
出動せよ！世界の緊急車両図鑑
サイモン タイラー
すがたをかえるたべものしゃしんえほん のりができるまで １６
宮崎 祥子∥構成
わたしらしくＣジャンプ！
赤羽 じゅんこ
働きがいも経済成長も おはなしＳＤＧｓ
３分間サバイバル 生還せよ！自然災害の脅威
粟生 こずえ
６年１組黒魔女さんが通る！！ 黒魔女さんのチョコレート戦争 １６ 石崎 洋司
１ねん１くみの女王さま おたのしみ会で大さわぎ ２
いとう みく
本好きの下克上 第２部 神殿の巫女見習い ４
香月 美夜
さかさまがっこう
苅田 澄子
まよなかのサイクリング
たるいし まこ
妖怪の子、育てます １
廣嶋 玲子
レッツもよみます
ひこ 田中
シリアからきたバレリーナ
キャサリン ブルートン
ぱなしくん
柴田 ケイコ
きょうはおうちでいちごがり
つがね ちかこ
ブルタちゃんのコロッケグー！
長野 ヒデ子
カイマンのクロ 人とくらしたワニ
ラモン パリス
妖怪横丁大運動会
広瀬 克也
はなになりました
南塚 直子
ラーメンのおうさま
山本 祐司

ほるぷ出版 2022年2月 47/ｵ
あすなろ書房 2022年2月 53/ﾀ
2022年2月 61/ﾐ/16
岩崎書店
2022年1月 91/ｱ
講談社
あかね書房
講談社
学研プラス
ＴＯブックス
文溪堂
あかね書房
東京創元社
講談社
偕成社
ＰＨＰ研究所
岩崎書店
世界文化社
福音館書店
絵本館
童心社
ほるぷ出版

2022年2月 91/ｱ/5
2022年2月 91/ｲ/16
2022年3月 91/ｲ/2
2022年4月 91/ｶ
2022年3月 91/ｶ
2022年2月 91/ﾀ
2022年2月 91/ﾋ
2022年2月 91/ﾋ
2022年2月 93/ﾌﾞ
2022年2月 E/ｼ
2022年2月 E/ﾂ
2022年2月 E/ﾅ
2022年2月 E/ﾊﾟ
2022年2月 E/ﾋ
2022年1月 E/ﾐ
2022年2月 E/ﾔ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

音楽
開幕宣言
ｖｉｓｉｏｎｓ
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 型ぬき人魚グミ １
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 獏ばくもなか ２

東京事変
Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ
ｍｉｌｅｔ
廣嶋 玲子∥原作
廣嶋 玲子∥原作

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

ユニバーサルミュージック合同会社

2021年6月 CD131/ﾄ

ユニバーサルミュージック合同会社

2021年4月 CD131/ﾉ

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅｌｓ

2022年2月 CD131/ﾐ

日本コロムビア 2021年

DVｱﾆ/ﾌｼ/1

日本コロムビア 2021年

DVｱﾆ/ﾌｼ/2

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （４/２３～４/２８）

2022年4月30日作成

◇中央図書館
〈一般〉

はじめてのＷｏｒｄ ２０２１
『日本目録規則２０１８年版』入門
地域歴史文化継承ガイドブック 付・全国資料ネット総覧
大学１年生の読書論 図書館長からのメッセージ
なぜ、いま思考力が必要なのか？ 社会に出るあなたに伝えたい
日蓮の手紙 筆に込められた仏心 １００分ｄｅ名著
秋篠宮家と小室家
難民に希望の光を 真の国際人 緒方貞子の生き方
おもちゃ 河井案里との対話
ライトマップル山口県道路地図 ５版
この国の危機管理 失敗の本質 ドキュメンタリー・ケーススタディ
「トランプ信者」潜入一年 私の目の前で民主主義が死んだ
地図とデータで見る国境問題の世界ハンドブック
株主優待完全ガイド ２０２２年最新版
押さえておきたい児童福祉・子ども子育て支援
０．１．２歳児 育ちによりそう手作りおもちゃ７０ 0
３．４．５歳児せいさくあそび１２０
一生使える勉強法 勉強本１００冊のベストセラーを１冊にまとめた
子どものスマホ問題はルール決めで解決します
子どもから話したくなる「かぞくかいぎ」の秘密
一生ものの対話力を磨く
ブラックホール 宇宙最大の謎はどこまで解明されたか
禁断の植物園
ＷＯＬＶＥＳ 野生のハンターたち 世界のオオカミ写真集
きくらげの逆襲 免疫力アップが期待できるスーパーフード
モデルナはなぜ３日でワクチンをつくれたのか
Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅ ショートカットキー＆拡張機能
トコトンやさしいサービスロボットの本
藤井恵の「からだが整う」おかゆ 腸活、ダイエット、アンチエイジングに。

納豆がもっと好きになる＃感動の納豆レシピ
楽しく作って毎日おいしいこどものおべんとう
これだけ覚える調理師一問一答問題集 ’２２年版
素材１つで作りおくひだめしの素
忙しママのための炊飯器こどもごはん 野菜まるごと、いれるだけ！
３６５日のフリージング離乳食 まねしてラクラク迷わない！
むらづくり入門
驚くほどよく育つ野菜づくりの裏ワザ 決定版
簡単ＤＩＹでできる花壇と寄せ植え
清く楽しく美しい推し活 推しから愛される術
天職は、声優。
北京オリンピック 激闘の記録
Ｊリーグ選手名鑑 Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３ 2022
これは、アレだな
犬棒日記 続
はなちゃんのみそ汁 青春篇
東大教授、若年性アルツハイマーになる
ブッチャー・ボーイ
世界に一軒だけのパン屋
男たちを知らない女

吉岡
木村
天野
和田
池上
植木

豊
麻衣子∥編著
真志 他∥編
渡
彰
雅俊

中村 恵
常井 健一
柳田 邦男
横田 増生
ユゴー ビヤール 他

秀和システム 2022年2月 007.6/ﾖ
日本図書館協会 2022年1月

文学通信
晃洋書房
講談社
ＮＨＫ出版
文藝春秋
平凡社
文藝春秋
昭文社

2022年3月
2022年2月
2022年2月
2022年2月
2022年2月
2022年2月
2022年2月
2022年2月

毎日新聞出版 2022年3月

小学館
原書房
晋遊舎
ぎょうせい

2022年3月
2022年2月

014.3/ｷ
014.7/ｱ
019/ﾜ
141.5/ｲ
188.9/ﾆ
288.4/ｱ
289.1/ｵ
289.1/ｶ
291.7/ﾗ
304/ﾔ
312.5/ﾖ
329.2/ﾋﾞ

2022年3月 338.1/ｶ/22

2022年4月 369.4/ﾅ
仲本 美央∥編著
リボングラス 他∥編著 学研教育みらい 2022年2月 376.1/ﾘ
リボングラス 他∥編著 学研教育みらい 2022年2月 376.1/ﾘ
総合法令出版 2022年2月 379.7/ｶ
金川 顕教
石田 勝紀
主婦の友社 2022年3月 379.9/ｲ
2022年2月 379.9/ﾀ
玉居子 泰子
白夜書房

二間瀬 敏史
船山 信次
トム ジャクソン

中央公論新社 2022年2月 443.5/ﾌ
山と溪谷社 2022年3月 471.9/ﾌ
ホビージャパン 2022年1月

489.5/ｼﾞ

日本のきくらげ普及推進協議会 毎日新聞出版 2022年2月

498.58/ﾆ
499.09/ﾀ

田中 道昭
パソ活
清水 祐一郎
藤井 恵
夏見 奈央子
野上 優佳子
伊東 秀子∥編著
飛田 和緒
ｍｅｅｅｒｏｏｍ
川口 由美子
齋藤 雪彦
木嶋 利男
井上 まゆ美
河西 邦剛 他
日髙 のり子

集英社インターナショナル

2021年12月

工学社

2022年1月 548.2/ﾊﾟ/P

日刊工業新聞社 2022年2月
文化学園文化出版局
パイインターナショナル

548.3/ｼ

2022年3月 596.3/ﾌ
2022年2月 596.37/ﾅ

成美堂出版 2022年3月 596.4/ﾉ
成美堂出版 2022年3月 596/ｲ/ﾐﾄﾞ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 596/ﾋ/ｵﾚ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 596/ﾐ/ｵﾚ

西東社
世界思想社
家の光協会
主婦の友社

2022年2月 599.3/ｶ
2022年2月 611.1/ｻ
2022年2月 626.9/ｷ
2022年3月 629.7/ｲ

東京法令出版 2022年2月 770.4/ｶ
2022年2月 778.7/ﾋ

主婦の友インフォス

2022年3月 780.6/ﾍﾟ
エル・ゴラッソ∥特別編集 エス・アイ・ジェイ 2022年3月 783/ｼﾞ
毎日新聞出版 2022年2月 914.6/ﾀ
高橋 源一郎
読売新聞東京本社

乃南 アサ
安武 信吾 他
若井 克子
パトリック マッケイブ
野地 秩嘉
クリスティーナ スウィーニー＝ビアード

双葉社
文藝春秋
講談社
国書刊行会
小学館
早川書房

2022年2月 914.6/ﾉ/2
2022年2月 916/ﾔ
2022年1月 916/ﾜ
2022年1月 933.7/ﾏ
2022年2月 B588/ﾉ
2022年2月 B933/ｽ

珈琲店タレーランの事件簿 ７ 悲しみの底に角砂糖を沈めて
大河への道
日曜劇場 日本沈没－希望のひと－ 下
五つの季節に探偵は
ピンク色なんかこわくない
稔と仔犬 青いお城 遠藤周作初期童話
いえ
奏鳴曲 北里と鷗外
タラント
漆花ひとつ（しっかひとつ）
落花流水
アキレウスの背中
マスカレード・ゲーム
繭の季節が始まる
信長殺し、光秀ではない 異端戦国史の最高傑作・完全復刻！
姫井伊介と労道社

岡崎 琢磨
立川 志の輔∥原作
蒔田 陽平∥ノベライズ
逸木 裕
伊藤 朱里
遠藤 周作
小野寺 史宜
海堂 尊
角田 光代
澤田 瞳子
鈴木 るりか
長浦 京
東野 圭吾
福田 和代
八切 止夫
布引 敏雄

宝島社

2022年3月 BF/ｵｶ/7

河出書房新社 2022年3月 BF/ﾀﾃ

扶桑社

2021年12月

BF/ﾏｷ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年1月 F/ｲﾂ

新潮社

2022年2月 F/ｲﾄ
河出書房新社 2022年2月 F/ｴﾝ

祥伝社
文藝春秋

2022年2月 F/ｵﾉ
2022年2月 F/ｶｲ

中央公論新社 2022年2月 F/ｶｸ
2022年2月 F/ｻﾜ
講談社

小学館
文藝春秋
集英社
光文社
星海社
解放出版社

2022年2月 F/ｽｽﾞ
2022年2月 F/ﾅｶﾞ
2022年4月 F/ﾋｶﾞ
2022年2月 F/ﾌｸ
2022年1月 F/ﾔｷﾞ
2022年3月 Y289/ﾋ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ

〈ティーンズ〉

タブレット・チルドレン

村上 しいこ

さ・え・ら書房 2022年2月 SF/ﾑﾗ

〈児童〉

みんなで図書館活動 この本、おすすめします！ ＰＯＰを作ろう １ 『この本、おすすめします！』編集委員会∥編著
お札になった２１人の偉人
河合 敦∥監修 著
牧野富太郎 植物の神様といわれた男
横山 充男
夜間中学で学ぶ喜びを求めつづけた世界一幸せな先生
高橋 うらら
和ろうそくは、つなぐ
大西 暢夫
わら細工 生活用具としめ飾り
瀧本 広子 他∥編
キャラクター大集合！ディズニー折り紙５０
いしばし なおこ
しらべるつたえるあそびのずかん 体いくあそび 〔１〕
水戸部 修治∥監修
しらべるつたえるあそびのずかん 生活科あそび 〔２〕
水戸部 修治∥監修
おばけのアッチ あかちゃんはドドン！
角野 栄子
ライトニング・メアリ 竜を発掘した少女
アンシア シモンズ
にんじんようちえん
アンニョン タル
はっぴーなっつ
荒井 良二
おうちりくじょうグランプリ
国松 エリカ
ぼく
合田 里美
ほしのおんがくかい
齋藤 槙
おしりじまん
齋藤 槙
たびするてんとうむし
イザベル シムレール
せんろはつづくどこまでつづく ［大型絵本］
鈴木 まもる
そだててみたら…
スギヤマ カナヨ
わくわくどうぶつしょうがっこう
マリアンヌ デュブク
どうしよう
浜田 桂子
こぐまのともだちはどこ？
ペトル ホラチェック
ひとつからはじめよう
ピーター レイノルズ

汐文社

2022年2月 01/ｺ

こどもくらぶ∥編 2022年2月

28/ｶ

くもん出版

2022年1月 28/ﾏ
新日本出版社 2022年2月 37/ﾀ

アリス館
農山漁村文化協会

ブティック社
あかね書房
あかね書房
ポプラ社
岩波書店
ポプラ社

2022年2月 57/ｵ
2022年3月 58/ﾀ
2022年3月 75/ｲ
2022年4月 78/ｼ/1
2022年4月 78/ｼ/2
2022年3月 91/ｶ
2022年2月 93/ｼ
2022年3月 E/ｱ

ブロンズ新社 2022年3月 E/ｱ

文研出版
岩崎書店

2022年2月 E/ｸ
2022年2月 E/ｺﾞ

2022年2月 E/ｻ
福音館書店 2022年3月 E/ｻ
2022年2月 E/ｼ
岩波書店
2022年2月 E/ｽ
金の星社
赤ちゃんとママ社 2022年2月 E/ｽ
光村教育図書 2022年2月 E/ﾃﾞ
2022年2月 E/ﾊ
理論社
あすなろ書房 2022年2月 E/ﾎ
2022年2月 E/ﾚ
新評論
世界文化ブックス

〈高千帆分館〉

定年後の遊び方 心理学からのアプローチ

赤井 誠生

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

毎日新聞出版 2022年2月 367.7/ｱ

