●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （７/１６～７/２２）

2022年7月23日作成

◇中央図書館
〈一般〉

かれが最後に書いた本
沖縄復帰５０年 定点観測者としての通信社
史伝 北条政子 鎌倉幕府を導いた尼将軍
おいしい道の駅ドライブ中国・四国 〔２０２２〕 まっぷるマガジン
おいしい道の駅ドライブ九州 山口 〔２０２２〕 まっぷるマガジン
ロシア点描 まちかどから見るプーチン帝国の素顔
台湾が目指す民主主義 強権中国への対立軸
プーチン政権の闇 チェチェンからウクライナまで
内部告発のケーススタディから読み解く組織の現実
改正公益通報者保護法で何が変わるのか
あなたが変える裁判員制度
市民からみた司法参加の現在 増補改訂版
世界少子化考 子供が増えれば幸せなのか
会議カイゼン 脱！沈黙会議 明日の会議をガラリと変える！！

津野 海太郎

新潮社

2022年3月 019.9/ﾂ

新聞通信調査会（他）∥編著 新聞通信調査会 2022年4月 219.9/ｼ

山本 みなみ

ＮＨＫ出版
昭文社
昭文社
ＰＨＰ研究所
大月書店
高文研

2022年5月 289.1/ﾎ
2022年7月 291.7/ｵ/22
2022年7月 291.9/ｵ/22

小泉 悠
石田 耕一郎
林 克明
奥山 俊宏

朝日新聞出版 2022年4月 327/ｵ

大城 聡（他）

同時代社

毎日新聞取材班
高尾 英正
世界一面白くてお金になる経済講座 知識ゼロからはじめる投資のコツ 南 祐貴
映画を早送りで観る人たち
稲田 豊史
ファスト映画・ネタバレ－コンテンツ消費の現在形
これ１冊ですっきりわかる！年金のしくみともらい方 ２２－２３年版 小林 労務
不倫と正義
中野 信子（他）
今とこれからがわかるはじめてのＬＧＢＴ入門
清水 展人
介護事業所・施設の選び方が本当にわかる本
福岡 浩
プロの調査員が教える！ 改訂版
子どものための居場所論 異なることが豊かさになる
阿比留 久美
人間と比べてわかる動物のスゴい耳図鑑
川崎 悟司
カニの歌を聴け ハクセンシオマネキの恋の駆け引き 新・動物記 竹下 文雄
世界のサメ大全
めかぶ
サメ愛好家が全身全霊をささげて描いたサメ図鑑 全１２５種！
甲状腺の病気といわれたら バセドウ病・橋本病・甲状腺腫瘍
西川 光重（他）∥編著
〈弥永式〉パニック発作が起こらなくなってくる本
弥永 英晃
カリスマ心理カウンセラーが明かす
図解でよくわかる 今すぐできる認トレで認知症は予防できる
広川 慶裕
日本がんサポーティブケア学会∥編
がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック
コロナとの死闘
西村 康稔
世界の終わりを先延ばしするためのアイディア
アイウトン クレナッキ
人新世という大惨事の中で
ＥＶシフトの危険な未来 間違いだらけの脱炭素政策
藤村 俊夫
メタバースとＷｅｂ３
國光 宏尚
「私に本当に合う化粧品」の選び方事典
小西 さやか
乾燥・シミ・毛穴・ニキビ・シワを最短で解決！
ツツジの文化誌
リチャード ミルン
コツメカワウソ研究会∥編著
カワウソをよく知るための本
福島菊次郎 あざなえる記憶
那須 圭子
日本アニメ史 手塚治虫、宮崎駿、庵野秀明、新海誠らの１００年 津堅 信之
鎌倉殿の１３人 後編
パラグライダー＆パラモーター入門
鳥になってみよう。開放感ＭＡＸ！！
超ゼロから始める釣り入門
西野 弘章
マンガと写真で、人気の釣り方からおいしい食べ方までわかる！

2022年5月 302.3/ｺ
2022年5月 312.2/ｲ
2022年5月 312.3/ﾊ

2022年4月 327.6/ｵ

毎日新聞出版 2022年4月 334.3/ﾏ

ぱる出版

2022年6月 336.1/ﾀ

ダイヤモンド社 2022年3月 338.1/ﾐ

光文社

2022年4月 361.5/ｲ

ナツメ社
新潮社
主婦の友社
自由国民社

2022年5月 364.6/ｺ/22
2022年4月 367.4/ﾅ
2022年5月 367.9/ｼ
2022年4月 369.2/ﾌ

かもがわ出版 2022年5月
2022年5月
宝島社
京都大学学術出版会 2022年4月
ＳＢクリエイティブ 2022年5月

ＮＨＫ出版
大和出版

370.4/ｱ
481.1/ｶ
485.3/ﾀ
487.5/ﾒ

2022年4月 493.49/ﾆ
2022年4月 493.74/ﾔ

河出書房新社 2022年5月 493.75/ﾋ

小学館
幻冬舎

2022年4月 494.5/ﾆ
2022年5月 498.6/ﾆ

中央公論新社 2022年4月 519/ｸ
2022年4月 537.2/ﾌ
インプレス 2022年4月 548/ｸ
主婦の友社 2022年4月 595.5/ｺ

日経ＢＰマーケティング

原書房

2022年4月 627.7/ﾐ

グラフィック社 2022年5月 645.9/ｺ
かもがわ出版 2022年5月 740.2/ﾌ
中央公論新社 2022年4月 778.7/ﾂ

ＮＨＫ出版 2022年6月 778.8/ｶ
イカロス出版 2022年5月 782.9/ﾊﾟ
山と渓谷社

2022年6月 787.1/ﾆ

のんびり読んで、すんなり身につくいちばんやさしい短歌
妻はサバイバー
シャギー・ベイン
あの図書館の彼女たち
白川静 漢字の世界観
仕立屋お竜
京都伏見のあやかし甘味帖 神無月のるすばん七福神 〔８〕
浮世小路の姉妹
呉・広島ダブル殺人事件 十津川警部
コンクールシェフ！ Ａｌｌｅｚ ｃｕｉｓｉｎｅ！
砂嵐に星屑
猫弁と幽霊屋敷
広重ぶるう
爆弾
〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶
競争の番人
二重らせんのスイッチ
Ｎ／Ａ（エヌエー）
夜に星を放つ

横山 未来子
永田 豊隆
ダグラス スチュアート

日本文芸社 2022年6月 911.1/ﾖ
朝日新聞出版 2022年4月 916/ﾅ

松岡 正剛
岡本 さとる
柏 てん
佐伯 泰英
西村 京太郎
五十嵐 貴久
一穂 ミチ
大山 淳子
梶 よう子
呉 勝浩
小路 幸也
新川 帆立
辻堂 ゆめ
年森 瑛
窪 美澄

早川書房
東京創元社
平凡社
文藝春秋
宝島社
光文社
双葉社
講談社
幻冬舎
講談社
新潮社
講談社
光文社
講談社
祥伝社
文藝春秋
文藝春秋

いぬじゅん

スターツ出版 2022年3月 SBF/ｲﾇ

新城 俊昭∥監修
新城 俊昭∥監修

汐文社
汐文社

2022年2月 21/ｲ/1

新城 俊昭∥監修

汐文社

2022年3月 21/ｲ/3

洪 鐘賢∥絵
嶺重 慎
斉田 季実治
雨宮 尚子

朝日新聞出版 2022年5月 40/ｼﾞ/41

斎藤 茂太

さくら舎

ジャネット スケスリン チャールズ

2022年4月 933.7/ｽ
2022年4月 933.7/ｽ
2022年4月 B821/ﾏ
2022年6月 BF/ｵｶ
2022年5月 BF/ｶｼ/8
2022年6月 BF/ｻｴ
2022年5月 BF/ﾆｼ
2022年3月 F/ｲｶﾞ
2022年2月 F/ｲﾁ
2022年5月 F/ｵｵ
2022年5月 F/ｶｼﾞ
2022年4月 F/ｺﾞ
2022年5月 F/ｼﾖ
2022年5月 F/ｼﾝ
2022年4月 F/ﾂｼﾞ
2022年6月 F/ﾄｼ
2022年5月 F/ｸﾎﾞ

〈ティーンズ〉

君のいない世界に、あの日の流星が降る
〈児童〉

いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道 琉球・沖縄の歴史 １
いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道
沖縄に残る戦争遺跡と米軍基地 ２
いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道
世界遺産になった沖縄の文化と自然 ３
実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ４１
ブラックホールってなんだろう？
空を見上げてわかること 身近だけど知らない気象予報士
むしのずかん ものしりあいうえお
みつけたよ！ だんごむし
こちらムシムシ新聞社 ギタイは天敵がつくる？
空想科学昆虫図鑑 もし虫が人間の大きさだったら？
いのちのバトンをつなぎたい 世界の子どもの３人に１人は栄養不良
世界の市場 おいしい！たのしい！２４のまちでお買いもの
空飛ぶのらネコ探検隊 ９ まぼろし島のドードー
映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝
生まれかわりのポオ
おふろがでまーす
ちゃぷちゃぷぷーん
くみたて
だいすき
てるてるぼうずさん
ペネロペ ママがだーいすき
ピヤキのママ
戦争が町にやってくる
いただきますのおやくそくだもの

2022年3月 21/ｲ/2

福音館書店 2022年6月 44/ﾐ
ＰＨＰ研究所 2022年4月 45/ｻ
2022年4月 48/ｱ
白泉社
チャイルド本社 2022年5月 48/ﾐ
2022年5月 48/ﾐ
三輪 一雄∥作・絵
偕成社
2022年5月 48/ﾔ
柳田 理科雄
西東社
ワールド ビジョン ジャパン∥編著 合同出版
2022年4月 61/ﾜ
河出書房新社 2022年5月 67/ﾊﾞ
マリヤ バーハレワ
2022年5月 91/ｵ/9
大原 興三郎
文溪堂
2022年4月 91/ﾏ
蒔田 陽平∥ノベライズ 双葉社
2022年6月 91/ﾓ
森 絵都
金の星社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 E/ｱ
ａｃｃｏｔｏｔｏ
及川 賢治
福音館書店 2022年6月 E/ｵ
田中 達也
福音館書店 2022年6月 E/ﾀ
チャイルド本社 2022年5月 E/ﾄ
とよた かずひこ
2022年5月 E/ﾆ
西村 敏雄
白泉社
ゲオルグ ハレンスレーベン 岩崎書店
2022年5月 E/ﾊ
2022年5月 E/ﾍﾟ
ブロンズ新社
ペク ヒナ
ブロンズ新社 2022年6月 E/ﾛ
ロマナ ロマニーシン
わたなべ あや
あかね書房 2022年5月 E/ﾜ

〈高千帆分館〉

折れない心をつくるいい言葉 モタさんのワンポイントアドバイス

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2022年1月 159.8/ｻ

