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◇中央図書館

〈一般〉

あなたの心に青空を 瀬戸内  寂聴 光文社 2022年3月 188.4/ｾ

地球の歩き方  ムー  異世界（パラレルワールド）の歩き方 ’２２ 地球の歩き方 2022年2月 290.9/ﾁ

  超古代文明  オーパーツ  聖地  ＵＦＯ  ＵＭＡ

みやぎから、 佐藤  健　他 ＮＨＫ出版 2022年3月 291.2/ｻ

るるぶ広島  宮島  尾道  しまなみ海道  呉 ’２３ ＪＴＢパブリッシング 2022年3月 291.7/ﾙ/23

ジョージア旅暮らし２０景 ＥＲＩＫＯ 東海教育研究所 2022年2月 292.9/ｴ

検証  政治改革 なぜ劣化を招いたのか 川上  高志 岩波書店 2022年2月 312.1/ｶ

トランプ大統領のクーデター 米連邦議会襲撃事件の深層 園田  耕司 筑摩書房 2022年2月 312.5/ｿ

あなたのルーツを教えて下さい 安田  菜津紀 左右社 2022年2月 316.8/ﾔ

バブル再び 日経平均株価が４万円を超える日 長嶋  修 小学館 2022年2月 332.1/ﾅ

がんばりすぎないお仕事復帰ＢＯＯＫ 産休・育休中の不安がスーッと解消される ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 366.3/ｶﾞ/ﾐｽﾞ

ＤＶ後遺症に苦しむ母と子どもたち 家族「面前」暴力の深層 林  美保子 さくら舎 2022年2月 367.3/ﾊ

エリンとみどり ジェンダーと新しい家族の形 エリン  マクレディ　他 天夢人 2022年2月 367.9/ﾏ

「障害」ある人の「きょうだい」としての私 藤木  和子 岩波書店 2022年4月 369.2/ﾌ/ｷｮｳｾｲ

逢える日まで ３．１１遺族・行方不明者家族１０年の思い 河北新報社編集局　他 新曜社 2022年2月 369.3/ｶ

ぼくはロヒンギャ難民。 差別され、迫害され、故郷を追われた人びと 小峯  茂嗣 合同出版 2022年3月 369.3/ｺ

子どもが心配 人として大事な三つの力 養老  孟司 ＰＨＰ研究所 2022年3月 370.4/ﾖ

場面緘黙支援入門 幼稚園や学校で話せない子どものための 園山  繁樹 学苑社 2022年2月 378.8/ｿ

宇宙を支配する「定数」 万有引力定数から光速、プランク定数まで 臼田  孝 講談社 2022年2月 420.4/ｳ

ＥＸＴＲＡ  ＬＩＦＥ（エクストラ  ライフ） なぜ１００年間で寿命が５４年も延びたのか スティーブン  ジョンソン 朝日新聞出版 2022年2月 490.2/ｼﾞ

驚異の再生医療 培養上清が世界を救う 改訂版 上田  実 扶桑社 2022年3月 491.11/ｳ

１分で目がよみがえる今野式眼筋ほぐし 今野  清志 永岡書店 2022年2月 496.41/ｺ

はやぶさと日本人 私たちが手にしたもの 永山  悦子 毎日新聞出版 2022年3月 538.9/ﾅ

フェイスブックの失墜 シーラ  フレンケル　他 早川書房 2022年3月 547.4/ﾌ

鍛冶屋  炎の仕事人 田中  康弘 山と溪谷社 2022年3月 566.2/ﾀ

  日本の文化と地域の生活を支えてきた鉄の道具を生み出す人たち

わたしの１ケ月１０００円ごほうび おづ  まりこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 590.4/ｵ

貯金ゼロから始める「新へそくり生活」のススメ 山口  京子 プレジデント社 2022年2月 591/ﾔ

手持ちの服でなんとかなります スタイリストだけが知っている着こなしのコツ 杉山  律子 サンマーク出版 2022年1月 593.3/ｽ

一生使えるミシンの基本 ソーイングの基本とテクニックを徹底解説 クライ  ムキ 主婦の友社 2022年3月 593.4/ｸ/ｺｽ

朝ラク！スポーツ部活弁当 強い体を食べて作る！ 上島  亜紀∥料理 学研プラス 2022年2月 596.4/ｳ

あかちゃんといっしょ えがしら  みちこ 白泉社 2022年3月 599/ｴ

花を育ててみたいのですが。 枯らさないコツ、花屋が教えます 花福こざる 家の光協会 2022年3月 627/ﾊ

ミウラさんの友達 益田  ミリ マガジンハウス 2022年3月 726/ﾏ

アンネ・フランクの密告者 最新の調査技術が解明する７８年目の真実 ローズマリー  サリヴァン ハーパーコリンズ・ジャパン 2022年2月 936/ｻ

読書セラピスト ファビオ  スタッシ 東京創元社 2022年2月 973/ｽ

死香探偵 真心は捧げられた死と香る 〔５〕 喜多  喜久 中央公論新社 2022年2月 BF/ｷﾀ/5

花街の仇討ち おれは一万石 ２０ 千野  隆司 双葉社 2022年3月 BF/ﾁﾉ

最後の晩ごはん 後悔とマカロニグラタン 〔１７〕 椹野  道流 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 BF/ﾌｼ/17

名探偵・浅見光彦 全短編 内田  康夫 光文社 2022年2月 F/ｳﾁ

楽園ジューシー ホテルジューシー 坂木  司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 F/ｻｶ

花咲小路二丁目の寫眞館 小路  幸也 ポプラ社 2022年2月 F/ｼﾖ

趙雲伝（ちょううんでん） 塚本  靑史 河出書房新社 2022年2月 F/ﾂｶ

恋する検事はわきまえない 直島  翔 小学館 2022年3月 F/ﾅｵ

はじめての 水鈴社 2022年2月 F/ﾊｼﾞ

かくして彼女は宴で語る 明治耽美派推理帖 宮内  悠介 幻冬舎 2022年1月 F/ﾐﾔ

彼女の背中を押したのは 宮西  真冬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 F/ﾐﾔ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

包帯クラブ  ルック・アット・ミー！ 天童  荒太 筑摩書房 2022年3月 SF/ﾃﾝ

〈児童〉

朝日ジュニア学習年鑑 ２０２２ 朝日新聞出版 2022年3月 05/ｱ/22

調べる学習子ども年鑑 ２０２２ 岩崎書店 2022年3月 30/ｼ/22

日本のすがた 最新データで学ぶ社会科資料集 ２０２２ 矢野恒太記念会 2022年3月 35/ﾆ/22

自分の強みの見つけかた １０歳から知りたいバリアバリュー思考 垣内  俊哉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 36/ｶ

どれだけ知ってる？対義語・類義語 三田村  信行 童心社 2022年3月 81/ﾐ

これでかんぺき使い分け！同音異義語・同訓異字 １ 吉橋  通夫 童心社 2022年3月 81/ﾖ/1

これでかんぺき使い分け！同音異義語・同訓異字 ２ 吉橋  通夫 童心社 2022年3月 81/ﾖ/2

いつも勇気があってオシャレな女の子 女の子たちのぼうけん １ 岩崎書店 2022年1月 91/ｲ

いつも強くてカッコいい女の子 女の子たちのぼうけん ３ 岩崎書店 2022年1月 91/ｲ

だいじょうぶくん 魚住  直子 ポプラ社 2022年3月 91/ｳ

１８枚のポートレイト 柏葉幸子小品集 柏葉  幸子 理論社 2022年3月 91/ｶ

都会のトム＆ソーヤ １９ はやみね  かおる 講談社 2022年3月 91/ﾊ/19

四つ子ぐらし 転校生はいとこでアイドル！？ １１ ひの  ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 91/ﾋ/11

はんぴらり！ 満月の夜はミステリー ５ 増補新版 廣嶋  玲子 童心社 2022年3月 91/ﾋ/5

けんかのたね ラッセル  ホーバン 岩波書店 2022年2月 93/ﾎ

ぼたもちとこぞうさん 久住  卓也 童心社 2022年3月 C/ﾑｶｼﾊﾞﾅｼ

のいちごつみ ばばばあちゃんのおはなし さとう  わきこ 福音館書店 2022年3月 E/ｻ

大ピンチずかん 鈴木  のりたけ 小学館 2022年2月 E/ｽ

ぼくのねこ 鈴木  のりたけ ＰＨＰ研究所 2022年3月 E/ｽ

ようかいむらのふしぎとしょかん たかい  よしかず 国土社 2022年2月 E/ﾀ

くらべるえほん  たべもの ちかつ  たけお 学研プラス 2022年3月 E/ﾁ

げんこつやまのたぬきさん とよた  かずひこ 世界文化ワンダークリエイト 2022年3月 E/ﾄ

  ０・１・２さい じゃんけんたいそう  おやこでいっしょに！

スープとあめだま 中田  いくみ 岩崎書店 2022年2月 E/ﾅ

うんちってえいごでなんていうの？ 中谷  靖彦 講談社 2022年2月 E/ﾅ

おとがあふれてオムライス 夏目  義一 福音館書店 2022年3月 E/ﾅ

火をぬすんだウサギ アルゼンチン  ウィチーのおはなし パブロ  ピシック 玉川大学出版部 2022年2月 E/ﾋﾟ

りぼんちょうだい ましま  せつこ こぐま社 2022年3月 E/ﾏ

おだんごころころ ＭＩＣＡＯ 偕成社 2022年3月 E/ﾐ

はやくしなさい！ 村上  康成 金の星社 2022年3月 E/ﾑ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

壱 優里∥唄 Ariola 2022年1月 CD131/ﾕ

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


