●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （７/９～７/１５）

2022年7月16日作成

◇中央図書館
〈一般〉

サイバーセキュリティ入門 図解×Ｑ＆Ａ 第２版

羽室 英太郎

手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか？ 色の不思議を科学する 入倉 隆

いまさら聞けないキリスト教のおバカ質問
大惨事の人類史
琉球・沖縄歴史遺産ガイド
マコクライシス 「眞子さんの乱」で見えた皇室の危機
るるぶ四国 ’２３
こどもとおでかけ九州パパママＷａｌｋｅｒ ２０２２－２０２３
与論島 沖永良部島 徳之島 改訂版

東洋経済新報社 2022年6月

奥野 修司

宝島社
日刊現代

2022年4月 219.9/ﾘ
2022年5月 288.4/ｵ

ＪＴＢパブリッシング

2022年5月 291.8/ﾙ/23

角川アスキー総合研究所

2022年6月 291.9/ｺ/22

ナザレンコ アンドリー

204/ﾌ

ワック
集英社クリエイティブ

ＳＢクリエイティブ
サンクチュアリ出版

作品社
労働調査会
文藝春秋
筑摩書房
筑摩書房
チャイルド社
海風社
平凡社

2022年5月 319.3/ﾅ
2022年4月 327.1/ｼﾞ
2022年4月 329.3/ｼ
2022年4月 338.1/ﾌ
2022年4月 361.4/ﾉ
2022年5月 361.4/ﾕ
2022年4月

366.3/ｳ/ﾐｽﾞ

2022年5月 367.3/ｼ
2022年5月 369/ｼ
2022年4月 375.4/ｻ
2022年5月 376.1/ｺ
2022年4月 378.5/ｶ
2022年3月 383.3/ｲ

文一総合出版 2022年4月 450.9/ｻ
2022年5月 481.7/ﾓ
緑書房

海と月社

2022年5月 519/ｸﾞ

三五館シンシャ 2022年6月

520.9/ﾔ

小島 真也

523.3/ﾅ
2022年5月 527/ﾁ
平凡社
技術評論社 2022年5月 547.8/ｺ

たこなお文具堂
天野 彬

世界文化ブックス

小さな平屋に暮らす もしも私が家を建てるなら。 別冊太陽スペシャル

日本オリンピック委員会公式写真集 北京オリンピックＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ ２０２２

ＣＡＲ ＣＡＭＰＩＮＧ アウトドアを楽しむための車中泊
ゼロから始める渓流釣り入門 イラストと写真で基礎から解説
春の心臓 乙女の本棚
電子の社会
まだまだ身の下相談にお答えします
お江戸暮らし 杉浦日向子エッセンス
人類は何を失いつつあるのか
小説の読み方
楽しみ上手は老い上手
金の妬心（としん） 日雇い浪人生活録 １３
狂う潮（うしお） 新・酔いどれ小籐次 ２３
最終標的 所轄魂
異世界居酒屋「のぶ」 ７杯目
ＪＫ
リアルの私はどこにいる？

2022年4月 190.4/ﾊ

地球の歩き方 2022年5月 291.9/ﾖ
2022年5月 319.1/ﾌ
創元社

デイビッド Ｔ．ジョンソン 他 岩波書店

白川 優子
ド文系女子の株の達人が教える世界一楽しい！会社四季報の読み方 藤川 里絵
２度目の会話が続きません
野口 敏
ジョゼフ Ｅ ユージンスキ
陰謀論入門 誰が、なぜ信じるのか？
育児介護休業・休業給付取得ガイドブック 出産・育児・介護の支援のための
上野 香織 他
スポーツ毒親 暴力・性虐待になぜわが子を差し出すのか
島沢 優子
ヤングケアラーってなんだろう
澁谷 智子
こんなに変わった理科教科書
左巻 健男
とことんエノコログサあそび 手先をたっぷり使う２１アイデア＋あそび 小松 つよし
こどもの吃音症状を悪化させないためにできること
堅田 利明
具体的な支援の実践例と解説
アイヌのビーズ 美と祈りの二万年
池谷 和信∥編
佐渡ジオパーク推進協議会∥編
よくわかる佐渡ジオパーク 自然とひとの暮らし
ウソをつく生きものたち
森 由民
希望の教室
ジェーン グドール 他
住宅営業マンぺこぺこ日記
屋敷 康蔵
「今月２件５０００万！」死にもの狂いでノルマこなします
西洋の名建築がわかる七つの鑑賞術
中島 智章
世界一わかりやすい動画制作の教科書
企画書づくりから撮影技術の基礎、編集と公開まで
こども文房具 好きな文房具なら、勉強は楽しくなる。 ２０２２
新世代のビジネスはスマホの中から生まれる
ショートムービー時代のＳＮＳマーケティング

文藝春秋

2022年5月 007.6/ﾊ
2022年5月 141.2/ｲ

橋爪 大三郎
ニーアル ファーガソン

日米同盟・最後のリスク なぜ米軍のミサイルが日本に配備されるのか 布施 祐仁

「戦後再発見」双書 10
プーチンの戦争
検察審査会 日本の刑事司法を変えるか
紛争地のポートレート 「国境なき医師団」看護師が出会った人々

慶應義塾大学出版会
日経ＢＰ日本経済新聞出版

Ｗ．Ｂ．イェイツ
松岡 正剛
上野 千鶴子
杉浦 日向子
山極 寿一 他
平野 啓一郎
岸本 葉子
上田 秀人
佐伯 泰英
笹本 稜平
蝉川 夏哉
松岡 圭祐
森 博嗣

エクスナレッジ 2022年5月

扶桑社

2022年5月 589.7/ﾀ
2022年4月 675/ｱ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

2022年4月 780.6/ﾆ/22
アフロ
山と溪谷社 2022年4月 786.3/ｶ
コスミック出版 2022年3月 787.1/ｾﾞ
2022年4月 933.7/ｲ
立東舎
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 B019/ﾏ
朝日新聞出版 2022年5月 B159/ｳ
2022年5月 B210/ｽ
筑摩書房
朝日新聞出版 2022年5月 B469/ﾔ
ＰＨＰ研究所 2022年5月 B902/ﾋ
中央公論新社 2022年4月 B914/ｷ
角川春樹事務所 2022年5月 BF/ｳｴ/13

文藝春秋
徳間書店
宝島社

2022年6月 BF/ｻｴ/23
2022年5月 BF/ｻｻ
2022年6月 BF/ｾﾐ/7

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 BF/ﾏﾂ

講談社

2022年4月 BF/ﾓﾘ

午前０時の身代金
夢をかなえるゾウ ０ ガネーシャと夢を食べるバク
宮本常一 人間の生涯は発見の歴史であるべし
やまぐちの天気余報

京橋 史織
水野 敬也

新潮社
文響社

2022年3月 F/ｷﾖ
2022年5月 F/ﾐｽﾞ

ミネルヴァ書房 2022年5月 Y289/ﾐ

山本 昇治

山口放送

2022年5月 Y451/ﾔ

小島 なお
松浦 徹平
氏田 雄介 他

2022年4月 S911/ｺ
岩波書店
2022年5月 SB376/ﾏ
文芸社
ワニブックス 2022年5月 SF/ｳｼﾞ

ジェシカ サンダーズ
勝丸 恭子
勝丸 恭子
勝丸 恭子
勝丸 恭子
諏訪 久子

すばる舎
小峰書店
小峰書店
小峰書店
小峰書店
世界文化社

2022年4月 36/ｻ
2022年4月 45/ｶ/1

成山堂書店
技術評論社
学研プラス
学研プラス
日経ＢＰ

2022年4月 46/ｳ
2022年5月 46/ﾅ

〈ティーンズ〉

短歌部、ただいま部員募集中！
学校行くの嫌だ
空白小説 書き出しと結びが決まっているショートショート

〈児童〉

男の子は強くなきゃだめ？
気象予報士に挑戦！お天気クイズ 天気のことば・ことわざ １
気象予報士に挑戦！お天気クイズ 天気のしくみと生き物 ２
気象予報士に挑戦！お天気クイズ 日本の天気・気象災害 ３
気象予報士に挑戦！お天気クイズ 世界の気象とふしぎ ４
宝石のひみつ図鑑

2022年4月 45/ｶ/2
2022年4月 45/ｶ/3
2022年4月 45/ｶ/4
2022年5月 45/ｽ

地球のキセキ、大研究！ 科学・歴史・文化を楽しみながら学べる宝石図鑑の決定版！

海辺の生きもの図鑑
ずかん はたらく微生物 見ながら学習調べてなっとく
はな ひとりでよめるずかん ２２５しゅるい！ 対象年齢３～６歳
どうぶつ ひとりでよめるずかん ２６５しゅるい！ 対象年齢３～６歳
サイバーセキュリティー会社図鑑 未来をつくる仕事がここにある
はっこう 地球は微生物でいっぱい
まるみちゃんとうさぎくん
本好きの下剋上 第２部〔５〕
名探偵コナン 警察セレクション 命がけの刑事たち（ポリス）
おかげさまで名探偵
ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック
はりねずみのノート屋さん
おとうさんのぼり
ジェニーのぼうし
のせのせ せーの！
ライラックどおりのおひるごはん みんなでたべたいせかいのレシピ
た
しま
ことばコレクター

中島 春紫

2022年4月 47/ﾊ
2022年4月 48/ﾄﾞ
2022年4月 54/ｻ

小川 忠博
大前 粟生
香月 美夜
酒井 匙
杉山 亮
杉山 亮
ななもり さちこ
北村 裕花
エズラ ジャック キーツ
くの まり
フェリシタ サラ
田島 征三
マルク ヤンセン
ピーター レイノルズ

あすなろ書房 2022年4月 58/ｵ

ＢＬ出版
佼成出版社
福音館書店
ほるぷ出版

2022年5月 E/ｻ
2022年4月 E/ﾀ

ＮｉｚｉＵ∥唄

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅｌｓ

2021年11月

深町 秋生

新潮社

2022年5月 BF/ﾌｶ/2

ポプラ社
ＴＯブックス
小学館
偕成社
偕成社
福音館書店
学研プラス
好学社

2022年3月 91/ｵ
2022年6月 91/ｶ
2022年4月 91/ｻ
2022年6月 91/ｽ
2022年6月 91/ｽ
2022年5月 91/ﾅ
2022年4月 E/ｷ
2022年5月 E/ｷ

ブロンズ新社 2022年4月 E/ｸ

2022年5月 E/ﾔ
2022年5月 E/ﾚ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

Ｕ

CD131/ﾆ

〈赤崎分館〉

ブラッディ・ファミリー 警視庁人事一課監察係黒滝誠治

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

