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〈一般〉

アフガニスタン  マスードが命を懸けた国 長倉  洋海 白水社 2022年4月 227.1/ﾅ

ハレム 女官と宦官たちの世界 小笠原  弘幸 新潮社 2022年3月 227.4/ｵ

音読したい偉人たちの最期のことば 齋藤  孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 281/ｻ

物部氏 古代氏族の起源と盛衰 篠川  賢 吉川弘文館 2022年4月 288.3/ｼ

箱根 ’２３ 昭文社 2022年2月 291.3/ﾊ/23

広島・宮島 尾道・呉・しまなみ海道 ’２３ 昭文社 2022年4月 291.7/ﾋ/23

山口県道路地図 ５版 昭文社 2022年4月 291.7/ﾔ

違和感ワンダーランド 松尾  貴史 毎日新聞出版 2022年1月 304/ﾏ

３０分ファシリテーション 会議を進める技術 前田  鎌利 池田書店 2022年2月 336.1/ﾏ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ＣＯＮＦＬＩＣＴＥＤ（コンフリクテッド） 衝突を成果に変える方法 イアン  レズリー 光文社 2022年2月 361.3/ﾚ

お仕事六法 法律はあなたの味方 正社員ｖｅｒ． 横山  佳枝 あさ出版 2022年2月 366.1/ﾖ/ﾐｽﾞ

話すことを選んだ女性たち ６０人の社会・性・家・自立・暴力 アナスタシア  ミコバ　他 日経ナショナルジオグラフィック社 2022年3月 367.1/ﾐ

東大女子という生き方 秋山  千佳 文藝春秋 2022年3月 367.2/ｱ

平林先生、大人として恥ずかしくないマナーを教えてください。 平林  都 総合法令出版 2022年3月 385.9/ﾋ/ｸﾛ

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ  コロナ論 ５ 小林  よしのり 扶桑社 2022年3月 498.6/ｺ/5

産後骨盤ストレッチ 産前の体に戻る！ 溝渕  博紀 白夜書房 2022年3月 598.3/ﾐ

中山間地域ハンドブック 農山漁村文化協会 2022年3月 611.9/ﾁ

ヨーグルトの本 向井  智香 エムディエヌコーポレーション 2022年4月 648.1/ﾑ

すごい「書き方」の超基本 平野  友朗 徳間書店 2022年3月 670.9/ﾋ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

  速く、正しく、感じよく伝わる 添削数１万５０００通！メールのプロに学ぶ

ネットショップ、開店します。 エムディエヌコーポレーション 2022年3月 673.3/ﾈ/ｵﾚ

  はじめての開店準備から制作・運営・集客まで全部わかる

ＮＨＫの自立を求めて 「放送を語る会」の３０年 放送を語る会∥編 合同出版 2022年3月 699/ﾎ

樹脂粘土でつくるとっておきのミニチュアスイーツ 関口  真優 河出書房新社 2022年3月 751.4/ｾ

教養として学んでおきたいクラシック音楽 澤  和樹 マイナビ出版 2022年3月 762.3/ｻ

「シティポップの基本」がこの１００枚でわかる！ 栗本  斉 星海社 2022年2月 767.8/ｸ

スリルライフ 天才ではないが、天然でもない 新庄  剛志 マガジンハウス 2022年2月 783.7/ｼ

漢字の語源図鑑 辞書より面白くてためになる 平山  三男 かんき出版 2022年3月 811.2/ﾋ

月曜日は水玉の犬 恩田  陸 筑摩書房 2022年3月 914.6/ｵ

６Ｂの鉛筆で書く 五味  太郎 ブロンズ新社 2022年2月 914.6/ｺﾞ

人生の決算書 曽野  綾子 文藝春秋 2022年2月 914.6/ｿ

猫に教わる 南木  佳士 文藝春秋 2022年3月 914.6/ﾅ

ゆく川の流れは、動的平衡 福岡  伸一 朝日新聞出版 2022年3月 914.6/ﾌ

老いの正体 認知症と友だち 森村  誠一 角川文化振興財団 2022年3月 914.6/ﾓ

ぼけますから、よろしくお願いします。おかえりお母さん 信友  直子 新潮社 2022年3月 916/ﾉ

まぶしい海 故郷と、わたしと、東日本大震災 逢坂  みずき 本の森 2022年1月 918.6/ｵ

年年歳歳（ねんねんさいさい） ファン  ジョンウン 河出書房新社 2022年3月 929.1/ﾌ

異常（アノマリー） エルヴェ  ル  テリエ 早川書房 2022年2月 953.7/ﾙ

人生おろおろ 比呂美の万事ＯＫ 伊藤  比呂美 光文社 2022年3月 B914/ｲ

少年 川端  康成 新潮社 2022年4月 BF/ｶﾜ

決着の鬨（とき） 公家武者信平 １２ 佐々木  裕一 講談社 2022年3月 BF/ｻｻ

森の石松、社長になる 室積  光 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 BF/ﾑﾛ

ヴィヨンの妻 大活字本シリーズ  太宰治 太宰  治 三和書籍 2022年4月 DF/ﾀﾞｻﾞ

泣き虫先生 ねじめ  正一 新日本出版社 2022年4月 F/ﾈｼﾞ

大村益次郎 全国を以て一大刀と為す ミネルヴァ書房 2022年3月 Y289/ｵ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

陰陽屋桜舞う よろず占い処 天野  頌子 ポプラ社 2022年4月 SBF/ｱﾏ

香君（こうくん） 上 西から来た少女 上橋  菜穂子 文藝春秋 2022年3月 SF/ｳｴ

香君（こうくん） 下 遥かな道 上橋  菜穂子 文藝春秋 2022年3月 SF/ｳｴ

Ｄｉｓｎｅｙ  ＴＷＩＳＴＥＤ－ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ  Ｔｈｅ  ＮＯＶＥＬ 日置  じゅん スクウェア・エニックス 2022年3月 SF/ﾋｵ

  ＥＰＩＳＯＤＥ１ 真紅の暴君

〈児童〉

１０代と考える「スマホ」 ネット・ゲームとかしこくつきあう 竹内  和雄 岩波書店 2022年2月 00/ﾀ

日本地理データ年鑑 ２０２２ 小峰書店 2022年3月 29/ﾆ/22

これから大人になる君たちへ 学校では教えてくれない未来を生き抜くヒント ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 30/ｺ

こどもお金ルール 高濱  正伸 カンゼン 2022年3月 33/ﾀ

ドラえもん探究ワールド  身近にいっぱい！おどろきの化学 藤子  Ｆ  不二雄∥まんが 小学館 2022年3月 43/ﾌ

歌あそび 伝承遊びを伝える会 文溪堂 2022年3月 78/ﾃﾞ

おにごっこ 伝承遊びを伝える会 文溪堂 2022年2月 78/ﾃﾞ

なわとび 伝承遊びを伝える会 文溪堂 2022年3月 78/ﾃﾞ

クスクスムシシを追いはらえ！ 赤羽  じゅんこ 国土社 2022年2月 91/ｱ

こぐまのクークものがたり ともだちと森のレストラン かさい  まり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 91/ｶ

モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉  幸子 小峰書店 2022年3月 91/ｶ

シオンの花言葉 パートナーシップで目標を達成しよう おはなしＳＤＧｓ 濱野  京子 講談社 2022年2月 91/ﾊ

明日香さんは負けない 人や国の不平等をなくそう おはなしＳＤＧｓ 福田  隆浩 講談社 2022年2月 91/ﾌ

げたばこかいぎ 村上  しいこ ＰＨＰ研究所 2022年3月 91/ﾑ

ほっぺにちゅ！ 新井  洋行 童心社 2022年3月 E/ｱ

アフガニスタンのひみつの学校 ほんとうにあったおはなし ジャネット  ウィンター さ・え・ら書房 2022年2月 E/ｳ

ありんこトロッコ おおい  じゅんこ アリス館 2022年3月 E/ｵ

いるいる！みずべのいきもの 鎌田  歩 教育画劇 2022年3月 E/ｶ

ゆきちゃんは、ぼくのともだち！ 武田  美穂 童心社 2022年3月 E/ﾀ

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


