
あたらしく購入した本　 （１１/２６～１２/２） 2022年12月3日作成

◇中央図書館

〈一般〉

私たちはＡＩを信頼できるか 大澤　真幸（他） 文藝春秋 2022年9月 007.1/ｵ

生き方の哲学 丹羽　宇一郎 朝日新聞出版 2022年9月 159/ﾆ

統一教会とは何か 有田  芳生 大月書店 2022年9月 169.2/ｱ

旧約聖書がわかる本　〈対話〉でひもとくその世界 並木　浩一（他） 河出書房新社 2022年9月 193.1/ﾅ

１６テーマで知る鎌倉武士の生活 西田　友広 岩波書店 2022年8月 210.4/ﾆ

ミャンマー現代史 中西　嘉宏 岩波書店 2022年8月 223.8/ﾅ

アメリカの歴史を知るための６５章 富田　虎男（他）∥編著 明石書店 2022年9月 253/ﾄ

現代思想 特集  メタバース ｖｏｌ．５０－１１（２０２２） 青土社 2022年9月 305/ｹﾞ

プーチンとロシア革命　百年の蹉跌 遠藤　良介 河出書房新社 2022年8月 312.3/ｴ

「強い円」はどこへ行ったのか 唐鎌　大輔 日経ＢＰマーケティング 2022年9月 332.1/ｶ

医療保険で損をしたくないならこの１冊　第４版 三田村　京 自由国民社 2022年9月 339.4/ﾐ

もうすぐ死に逝く私からいまを生きる君たちへ 水谷　修 鳳書院 2022年10月 367.6/ﾐ

介活入門　将来の介護に備えて、今やるべきことがわかる本 牛越　博文∥監修 講談社 2022年9月 369.2/ｶ

宇宙を動かしているものは何か 谷口　義明 光文社 2022年9月 440.1/ﾀ

暗闇のなかの光　ブラックホール、宇宙、そして私たち ハイノー　ファルケ（他） 亜紀書房 2022年9月 443.5/ﾌ

発達障害の人が見ている世界 岩瀬　利郎 アスコム 2022年9月 493.76/ｲ

慈恵大学病院の食べる「免疫力」　もち麦と味噌汁で腸活レシピ 世界文化社 2022年9月 498.58/ｼﾞ/ﾒﾝｴｷ

よくわかる最新界面活性剤の基本と仕組み 齋藤  勝裕 秀和システム 2022年9月 576.5/ｻ

　混じり合わないものをつなぐ物質

はじめてのナチュラルドライフラワー　自然な色合いと質感を愉しめる 吉本  博美 家の光協会 2022年9月 594.8/ﾖ/ﾋﾟﾝ

かんたん手作り！ドッグウェアと便利グッズ 武田　斗環 ブティック社 2022年10月 594/ﾀ/ｺｽ

季節の手しごと　保存食 大瀬　由生子 春陽堂書店 2022年9月 596/ｵ/ｵﾚ

みその本　仕込んで、使って、一年中楽しめる 飛田　和緒 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年10月 596/ﾋ

メタ産業革命　 小宮　昌人 日経ＢＰマーケティング 2022年10月 600/ｺ

　メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる

農協の闇（くらやみ） 窪田　新之助 講談社 2022年8月 611.6/ｸ

にっぽんの鉄道１５０年　蒸気機関車から新幹線、リニアへ 野田　隆 平凡社 2022年9月 686.2/ﾉ

かこさとし　科学絵本の世界 藤嶋　昭 学研プラス 2022年8月 726.6/ｶ

唱歌「蛍の光」と帝国日本 大日方　純夫 吉川弘文館 2022年10月 767.7/ｵ

作家の老い方 草思社編集部∥編 草思社 2022年10月 918.6/ｿ

すべての瞬間が愛だった ハ　テワン ＳＢクリエイティブ 2022年10月 929.1/ﾊ

　やさしさにちりばめられた僕たちの世界

アンネの日記　言葉はどのようにして人を救うのか 小川　洋子 ＮＨＫ出版社 2022年9月 949.3/ﾌ

山椒大夫　大活字本シリーズ 森　鴎外 三和書籍 2022年10月 DF/ﾓﾘ

此の世の果ての殺人 荒木　あかね 講談社 2022年8月 F/ｱﾗ

麻阿と豪（まあとごう） 諸田　玲子 ＰＨＰ研究所 2022年10月 F/ﾓﾛ

詩人失格　自伝詩集 桑原　滝弥 私誌東京 2022年7月 Y911/ｸ

〈児童〉

猛毒生物を捕獲せよ！ こざき　ゆう 学研プラス 2022年10月 79/ｺ

ルルとララのティラミス あんびる　やすこ 岩崎書店 2022年9月 91/ｱ

おねえちゃんって、ときどきなきむし！？ いとう　みく 岩崎書店 2022年9月 91/ｲ

三まいのはがき おくやま　ゆか 福音館書店 2022年9月 91/ｵ

妹はブロンドヘアー パク　ミラ 新日本出版社 2022年9月 92/ﾊﾟ

あずきがゆばあさんととら ペク　ヒナ 偕成社 2022年10月 E/ﾍﾟ

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

●新着資料リスト●



あたらしく購入した本　 （１２/３～１２/９） 2022年12月10日作成

◇中央図書館

〈一般〉

Ｗｅｂ３コンテンツ革命 個人と企業の経済ルールが変わる 髙橋  卓巳 日経ＢＰ 2022年9月 007.3/ﾀ

星ひとみの天星術超図鑑 星  ひとみ 小学館 2022年10月 148.8/ﾎ

人生は天国か、それとも地獄か 田原  総一朗　他 白秋社 2022年10月 159.7/ﾀ

７０歳からの選択 健康・お金・時間・家族……これをやめれば楽になる 和田  秀樹 徳間書店 2022年9月 159.7/ﾜ

聖書がわかれば世界が見える 池上  彰 ＳＢクリエイティブ 2022年10月 193/ｲ

ベルギーの歴史を知るための５０章 松尾  秀哉∥編著 明石書店 2022年9月 235.8/ﾏ

古代の覇者 世界史を変えた２５人 パトリシア  ダニエルズ 日経ナショナルジオグラフィック 2022年11月 280.4/ﾀﾞ

徳川家康の素顔 日本史を動かした７つの決断 小和田  泰経 宝島社 2022年10月 289.1/ﾄ

バカと無知 人間、この不都合な生きもの 橘  玲 新潮社 2022年10月 304/ﾀ

ウクライナ「情報」戦争 ロシア発のシグナルはなぜ見落とされるのか 佐藤  優 徳間書店 2022年9月 319.3/ｻ

ＳＤＧｓ用語辞典 小林  亮∥監修 山と溪谷社 2022年10月 331/ｴ

  イラスト・図解でよくわかる！ 地球を救う厳選キーワード４００

３０分でよくわかる！Ｗｅｂ３の稼ぎ方！ 小澤  隆博 彩流社 2022年10月 338.1/ｵ

  ＮＦＴ・メタバース・暗号資産でお金を稼ぐ９つの方法！

生命保険で損をしたくないならこの１冊 第６版 三田村  京 自由国民社 2022年9月 339.4/ﾐ

“私”が生きやすくなるための同意 遠藤  研一郎 ＷＡＶＥ出版 2022年9月 361.4/ｴ

  「はい」と「いいえ」が決められるようになる本

作ったあとにたっぷり遊べる３・４・５歳児の製作 ポット編集部 チャイルド本社 2022年9月 376.1/ﾎﾟ

保育士完全合格問題集 ２０２３年版 保育士試験対策委員会 翔泳社 2022年9月 376.1/ﾎ/ﾐﾄﾞ

冠婚葬祭「マナーとお金」最新ハンドブック 岩下  宣子∥監修 主婦の友社 2022年10月 385/ｶ

権力は噓をつく ベトナム戦争の真実を暴いた男 スティーヴ  シャンキン 亜紀書房 2022年10月 392.5/ｼ

昭和の参謀 前田  啓介 講談社 2022年7月 396.2/ﾏ

ネアンデルタール レベッカ  ウラッグ  サイクス 筑摩書房 2022年10月 469.2/ｳ

理学療法士が教える自分でできる首コリ・痛みの治し方 上田  泰久 マイナビ出版 2022年9月 493.6/ｳ

ドナーで生まれた子どもたち 「精子・卵子・受精卵」売買の汚れた真実 サラ  ディングル 日経ナショナルジオグラフィック 2022年9月 495.48/ﾃﾞ

野菜は「生」で食べてはいけない 奥野  修司 講談社ビーシー 2022年9月 498.58/ｵ

誰でもおしゃれにプロっぽくスマホ１台で動画制作はじめます！ ＪＥＭＭＡ インプレス 2022年9月 547.8/ｼﾞ

メタバース革命 バーチャル経済圏のつくり方 動く城のフィオ 扶桑社 2022年9月 548/ｳ

ベルンド・ケストラーのポケットドール 棒針でまっすぐ編むあみぐるみ ベルンド  ケストラー 日本文芸社 2022年10月 594.3/ｹ/ﾐﾄﾞ

さくっと楽しむ冬時間  ブティック社 2022年10月 594.3/ｻ/ﾐﾄﾞ

  帽子と巻きもの 棒針・かぎ針で編む帽子、マフラー、スヌード、つけ衿

農家が教えるタケノコづくし 農山漁村文化協会 2022年9月 596.37/ﾉ

  下処理・アク抜き、保存・加工、使いきりレシピ

野菜のおかず事典 毎日が発見 2022年9月 596.37/ﾔ

パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ 吉永  麻衣子∥料理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年9月 596.63/ﾖ

抹茶のおやつ１００ 福田  淳子 光文社 2022年9月 596.65/ﾌ

箸置きの世界 食卓の小さな遊び 串岡  慶子 平凡社 2022年9月 596.9/ｸ

平野レミのオールスターレシピ 家族の絆はごはんで深まる 平野  レミ 主婦の友社 2022年9月 596/ﾋ/ｵﾚ

四季を彩る美しいヒンメリ 麦わらで作る幾何学模様のモビール 大岡  真奈 河出書房新社 2022年10月 711.6/ｵ/ｱｶ

チ。－地球の運動について－ 第８集 魚豊 小学館 2022年7月 726/ｳ/8

ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａの手づくりおもちゃ ｔｕｐｅｒａ  ｔｕｐｅｒａ 河出書房新社 2022年8月 750/ﾂ

おりがみで作る器と箱 平らなトレイから飾りのついた箱まで 布施  知子 誠文堂新光社 2022年10月 754.9/ﾌ/ｵﾘｶﾞﾐ

高倉健 みんなが愛した最後の映画スター 春日  太一∥責任編集 河出書房新社 2022年8月 778.2/ﾀ

春馬くんとの“未来の雑談” 三浦春馬の勉強ノート 斉藤  かおる 講談社 2022年9月 778.2/ﾐ

ポケット詩集 ４ 田中  和雄∥編 童話屋 2022年10月 911.5/ﾎﾟ/ｸﾛ

小田嶋隆のコラムの向こう側 小田嶋  隆 ミシマ社 2022年8月 914.6/ｵ

湊かなえのことば結び 湊  かなえ 角川春樹事務所 2022年10月 914.6/ﾐ

声に出して読みたい旧約聖書〈文語訳〉 齋藤  孝 草思社 2022年10月 B193/ｻ

勘定侍柳生真剣勝負 ６ 欺瞞（ぎまん） 上田  秀人 小学館 2022年10月 BF/ｳｴ/6

耳をすませば 映画ノベライズ 樹島  千草 集英社 2022年9月 BF/ｷｼﾞ

相棒 ｓｅａｓｏｎ２０上 輿水  泰弘∥脚本 朝日新聞出版 2022年10月 BF/ｺｼ/20

天久鷹央の事件カルテ ８ 生命の略奪者 知念  実希人 新潮社 2022年9月 BF/ﾁﾈ

かんむり 彩瀬  まる 幻冬舎 2022年9月 F/ｱﾔ

●新着資料リスト●



濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川  有栖 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年9月 F/ｱﾘ

高島太一を殺したい五人 石持  浅海 光文社 2022年9月 F/ｲｼ

なんとかしなくちゃ。 青雲編 恩田  陸 文藝春秋 2022年11月 F/ｵﾝ

オメガ城の惨劇 森  博嗣 講談社 2022年10月 F/ﾓﾘ

方舟 夕木  春央 講談社 2022年9月 F/ﾕｳ

〈ティーンズ〉

ぼくたちはまだ出逢っていない 八束  澄子 ポプラ社 2022年10月 SF/ﾔﾂ

〈児童〉

北里柴三郎 日本近代医学を築いた肥後もっこす 茨木  保 講談社 2022年10月 28/ｷ

  感染症の歴史をマンガで解説！

津田梅子 女子教育を拓く 髙橋  裕子 岩波書店 2022年9月 28/ﾂ

友だちのこまったがわかる絵本 みんなちがってみんないい ＷＩＬＬこども知育研究所∥編 金の星社 2022年9月 37/ｳ

科学はこのままでいいのかな 進歩？いえ進化でしょ 中村  桂子 筑摩書房 2022年9月 46/ﾅ

トンネルのサバイバル 生き残り作戦 パク  ソンイ 朝日新聞出版 2022年10月 51/ﾊﾟ

ごみ 世界で一番やっかいなもの リサイクルから環境問題まで ゲルダ  レイド 西村書店東京出版編集部 2022年9月 51/ﾚ

ずかん  単位 見ながら学習調べてなっとく 清水  洋美 技術評論社 2022年9月 60/ｼ

土の大研究 ５億年の大地のなぞをさぐろう 藤井  一至∥監修 ＰＨＰ研究所 2022年9月 61/ﾂ

チャンス はてしない戦争をのがれて ユリ  シュルヴィッツ 小学館 2022年10月 72/ｼ

難攻不落の迷路 香川  元太郎 ＰＨＰ研究所 2022年9月 79/ｶ

ベストセレクション大迷路 竜の巻 原  裕朗 ポプラ社 2022年9月 79/ﾊ 

こどもに聞かせる一日一話 「母の友」特選童話集 福音館書店「母の友」編集部∥編 福音館書店 2022年9月 90/ﾌ

雨を告げる漂流団地 岩佐  まもる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年9月 91/ｲ

ぴかぴかドキドキ 改訂 あきやま  ただし 金の星社 2022年9月 E/ｱ

ぼくとお山と羊のセーター 飯野  和好 偕成社 2022年10月 E/ｲ

いろいろのりもの  のりたいな おおで  ゆかこ アリス館 2022年9月 E/ｵ

はだかんぼう おおで  ゆかこ 教育画劇 2022年9月 E/ｵ

おいちにのだーるまさん こいで  やすこ 福音館書店 2022年9月 E/ｺ

ゆめぎんこう  おじいちゃんのおともだち コンドウ  アキ 白泉社 2022年10月 E/ｺ

ハコフグのねがい さかなクン 講談社 2022年8月 E/ｻ

だじゃれむかしむかし 長谷川  義史 理論社 2022年10月 E/ﾊ

エルマーのたんじょうび？ デビッド  マッキー ＢＬ出版 2022年10月 E/ﾏ

さよなら  ぼくたちのようちえんほいくえん みやにし  たつや 金の星社 2022年9月 E/ﾐ

〈高千帆分館〉

こころの見方 いい気分を貯めて暮らしたい 海原  純子 毎日新聞出版 2022年6月 159/ｳ

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



あたらしく購入した本　 （１２/１０～１２/１６） 2022年12月17日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ＡＩ翻訳革命　あなたの仕事に英語学習はもういらない 隅田　英一郎 朝日新聞出版 2022年8月 007.6/ｽ

危機の読書 佐藤　優 小学館 2022年10月 019.9/ｻ

齋藤孝の名著５０ 齋藤　孝∥編著 ワック 2022年10月 019.9/ｻ

仏教の大東亜戦争 鵜飼  秀徳 文藝春秋 2022年7月 182.1/ｳ

徳川家康４８０年の孤独　日本の近代は江戸幕府がつくった 宮崎　正弘 ビジネス社 2022年10月 289.1/ﾄ

世界のおみやげ図鑑 地球の歩き方編集室∥編 Ｇａｋｋｅｎ 2022年10月 290.9/ﾁ

　１２２の国と地域の雑貨や民芸品、定番みやげを旅の雑学とともに解説

東日本　公共の宿こだわり厳選ガイド 「東日本の旅ガイド」編集室 メイツ 2022年9月 291/ﾋ

京都社寺めぐり 〔２０２２〕 昭文社 2022年11月 291.6/ｷ/22

悲劇の宰相　安倍晋三　清和会の血脈 秋山　光人 日経ＢＰマーケティング 2022年10月 312.1/ｱ

危機の地政学　感染爆発、気候変動、テクノロジーの脅威 イアン  ブレマー 日経ＢＰマーケティング 2022年10月 319/ﾌﾞ

暮らし・お金・老後…おひとりさまの心配ごと、すべて解決してください！ 上谷　さくら 学研プラス 2022年10月 320/ｶ

　法律と制度を味方につければ、ひとりでも自分を守れる！

伊藤真の憲法入門　講義再現版　第７版 伊藤　真 日本評論社 2022年9月 323.1/ｲ

相続格差　「お金」と「思い」のモメない引き継ぎ方 天野　隆 青春出版社 2022年10月 324.7/ｱ

６０分でわかる！インボイス＆消費税超入門 土屋　裕昭 技術評論社 2022年10月 336.9/ﾂ/ﾐﾄﾞﾘ

老いも死も自然がいいね　８０歳現役看護師の挑戦 江森　けさ子 農文協 2022年9月 369.2/ｴ

もしもに役立つ、いつものモノ選び　防災グッズは備えず使う！ 松永　りえ インプレス 2022年9月 369.3/ﾏ

福島がそこにある ロシナンテ社∥編著 解放出版社 2022年10月 369.3/ﾛ

ピンクとブルーに分けない育児　 カイル　マイヤーズ 明石書店 2022年10月 367.1/ﾏ

　ジェンダー・クリエイティブな子育ての記録

あなたのまわりの「高齢さん」　 佐藤　眞一 主婦と生活社 2022年10月 367.7/ｻ

　高齢者の心理がわかる１１２のキーワード

元素に名前をつけるなら 江頭　和宏 オーム社 2022年10月 431.1/ｴ

揺れる大地を賢く生きる　京大地球科学教授の最終講義 鎌田  浩毅 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年10月 450.9/ｶ

世界観設定のための宝石図鑑 飯田　孝一 エクスナレッジ 2022年9月 459.7/ｲ

オトナ女子の不調＆お悩み解消ＢＯＯＫ 扶桑社 2022年9月 495/ｵ

コロナ日本黒書 佐藤　章 五月書房新社 2022年10月 498.6/ｻ

新型コロナウイルスと私たちの社会　定点観測 ２０２２年前半 森　達也∥編著 論創社 2022年9月 498.6/ﾓ

宇宙開発の不都合な真実 寺薗  淳也 彩図社 2022年10月 538.9/ﾃ

だしを極める。　日本料理の伝道師・村田吉弘が伝授 宝島社 2022年10月 596/ﾀﾞ/ｵﾚ

日本の鉄道１５０選　 交通新聞社 2022年9月 686.2/ﾆ

　未来に伝えたい車両・鉄道シーン・車窓・名列車

篠田桃紅 自分だけのかたちを求めて 平凡社 2022年10月 728.2/ｼ

奇跡のプリマ・ドンナ　オペラ歌手・三浦　環の「声」を求めて 大石　みちこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年10月 762.1/ﾐ

舞いあがれ！連続テレビ小説Ｐａｒｔ１ ＮＨＫ出版 2022年10月 778.8/ﾏ

純度１００％！有田哲平のプロレス哲学 有田　哲平 ベースボール・マガジン社 2022年8月 788.2/ｱ

言葉を植えた人 若山　英輔 亜紀書房 2022年10月 914.6/ﾜ

こう見えて失語症です　 米谷　瑞恵 主婦の友社 2022年10月 916/ｺ

　聴けてません・書けません・読めません・しゃべれません

犬も食わねどチャーリーは笑う 市井　点線 小学館 2022年9月 BF/ｲﾁ

銀座「四宝堂」文具店 上田　健次 小学館 2022年10月 BF/ｳｴ

水底のスピカ 乾　ルカ 中央公論新社 2022年10月 F/ｲﾇ

首切り鳥の一夜 歌野　晶午 講談社 2022年9月 F/ｳﾀ

陽だまりの果て 大濱　普美子 国書刊行会 2022年6月 F/ｵｵ

サバカン　ＳＡＢＡＫＡＮ 金沢　知樹 文藝春秋 2022年8月 F/ｶﾅ

秋麗（しゅうれい）　東京湾臨海署安積班 今野　敏 角川春樹事務所 2022年11月 F/ｺﾝ

ヘルンとセツ 田渕  久美子 ＮＨＫ出版 2022年8月 F/ﾀﾌﾞ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

シェーマ 三月　みどり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 SBF/ﾐﾂ

エリート 三月　みどり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年10月 SBF/ﾐﾂ

転生したらスライムだった件　２０ 伏瀬 マイクロマガジン 2022年10月 SF/ﾌｾ/20

〈児童〉

レイチェル・カーソン物語　なぜ鳥は、なかなくなったの？ ステファニー　ロス　シソン 西村書店 2022年10月 28/ｶ

知りたい！行ってみたい！なぞとき絶景図鑑 増田　明代∥文・構成 講談社 2022年9月 45/ﾏ

うに　とげとげいきもの　きたむらさきうにのひみつ 吾妻　行雄 仮説社 2022年10月 48/ｱ

知らなかった！おなかのなかの赤ちゃん図鑑 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 岩崎書店 2022年9月 49/ｳ

睡眠の大研究　しくみと役割をさぐろう 櫻井　武∥監修 ＰＨＰ研究所 2022年10月 49/ｽ

牛乳パックでこんなにできる！　わくわくクッキング 寺西　恵里子 汐文社 2022年9月 59/ﾃ/ﾘｮｳﾘ

一年間だけ。　キミと、ゼッタイの約束を １１ 安芸　咲良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年9月 91/ｱ/11

たんていベイビー　きえたヤギのおばあさん ねじめ　正一 文研出版 2022年9月 91/ﾈ

なりたいわたし 村上　しいこ フレーベル館 2022年10月 91/ﾑ

ひとがみたらカエルになあれ いもと　ようこ 金の星社 2022年9月 E/ｲ

ちいさいおねえちゃん えがしら　みちこ 岩崎書店 2022年9月 E/ｴ

橋の上で 酒井　駒子 河出書房新社 2022年9月 E/ｻ

よるのやおやさん 田中　六大 文溪堂 2022年9月 E/ﾀ

そうなのよ 高畠　純 絵本館 2022年9月 E/ﾀ

よるのあいだに・・・　みんなをささえるはたらく人たち ハリエット　ホブデイ ＢＬ出版 2022年10月 E/ﾎ

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



あたらしく購入した本　 （１２/１７～１２/２３） 2022年12月24日作成

◇中央図書館

〈一般〉

闘う図書館 アメリカのライブラリアンシップ 豊田  恭子 筑摩書房 2022年10月 010.2/ﾄ

図書館の使命を問う 全国図書館大会講演録 塩見  昇　他 日本図書館協会 2022年9月 011.2/ｼ

一冊に名著一〇〇冊がギュッと詰まった凄い本 大岡  玲 日刊現代 2022年10月 019.9/ｵ

老年の読書 前田  速夫 新潮社 2022年9月 019/ﾏ

死は存在しない 最先端量子科学が示す新たな仮説 田坂  広志 光文社 2022年10月 114.2/ﾀ

信じる者は、ダマされる。 多田  文明 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ 2022年11月 169.2/ﾀ

  元統一教会信者だから書けた「マインドコントロール」の手口

統一協会＝勝共連合とは何か 日隈  威徳 新日本出版社 2022年10月 169.2/ﾋ 

逆説の日本史 ２７ 井沢  元彦 小学館 2022年10月 210.1/ｲ/27

白バイ隊員交通取り締まりとほほ日記 洋吾 講談社ビーシー 2022年10月 317.7/ﾖ

  今日もニコニコ、違反ドライバーの罵詈雑言をかわします

ウクライナ戦争の２００日 小泉  悠 文藝春秋 2022年9月 319.3/ｺ

格差の起源 なぜ人類は繁栄し、不平等が生まれたのか オデッド  ガロー ＮＨＫ出版 2022年9月 331.1/ｶﾞ

佐渡鉱山と朝鮮人労働 竹内  康人 岩波書店 2022年10月 366.8/ﾀ

「女の痛み」はなぜ無視されるのか？ アヌシェイ  フセイン 晶文社 2022年10月 367.2/ﾌ

老いの玉手箱 痛快！心地よく生きるヒント１００ 樋口  恵子 中央公論新社 2022年8月 367.3/ﾋ

靴下は今夜も宙を舞う 生活支援員９５ 本の種出版 2022年9月 369.2/ｾ

  ゆるくてディープな知的障害者グループホームの日常

赤い水曜日 慰安婦運動３０年の噓 金  柄憲（キム  ビョンホン） 文藝春秋 2022年10月 369.3/ｷ

いずみさん、とっておいてはどうですか 高野  文子　他 平凡社 2022年9月 382.1/ﾀ

メタバースでできる１００のこと 雨宮  智浩∥監修 宝島社 2022年11月 548/ﾒ

  ここまできた！仮想空間がもたらす近未来の姿

さつまいものお菓子 若山  曜子 家の光協会 2022年10月 596.65/ﾜ

ショパン・コンクール見聞録 青柳  いづみこ 集英社 2022年10月 763.2/ｱ

  革命を起こした若きピアニストたち

ＪＦＡの挑戦 コロナと戦う日本サッカー 戸塚  啓 小学館 2022年11月 783.4/ﾄ

サッカー戦術の最前線 試合を観るのが１０倍楽しくなる 結城  康平 ＳＢクリエイティブ 2022年11月 783.4/ﾕ

書く力 加藤周一の名文に学ぶ 加藤  周一　他 集英社 2022年10月 816/ｶ

アジアの現代文芸  インドネシア ６ 赤いブキサル アフマッド・トハリ 大同生命国際文化基金 2022年10月 929/ﾄ

吉原裏同心  ３８ 一人二役（いちにんふたやく） 佐伯  泰英 光文社 2022年10月 BF/ｻｴ/38

高校事変  劃篇（かくへん） 優莉凛香（ゆうり  りんか） 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年10月 BF/ﾏﾂ

赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳  碧人 双葉社 2022年10月 F/ｱｵ

掌に眠る舞台 小川  洋子 集英社 2022年9月 F/ｵｶﾞ

ギフテッド 鈴木  涼美 文藝春秋 2022年7月 F/ｽｽﾞ

仕掛島 東川  篤哉 東京創元社 2022年9月 F/ﾋｶﾞ

遊びは勉強  友だちは先生 「ズッコケ三人組」の作家・那須正幹大研究 藤田  のぼる∥編 ポプラ社 2022年11月 Y910/ﾅ 

〈ティーンズ〉

小説すずめの戸締まり 新海  誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年8月 SBF/ｼﾝ

●新着資料リスト●



〈児童〉

おまもりえほん こどもぼうはんルールブック 国崎  信江∥監修 日本図書センター 2022年10月 36/ｵ

屋根のうえのバトンリレー 日本でいちばん南にあるかやぶきの家 横塚  眞己人 ほるぷ出版 2022年10月 38/ﾖ

大人が本当に答えられない！？ニッポンのＳＤＧｓなぜなにクイズ図鑑 笹谷  秀光∥監修 宝島社 2022年11月 51/ｵ

ウマと話すための７つのひみつ 河田  桟 偕成社 2022年10月 64/ｶ

茨海小学校（ばらうみしょうがっこう） 宮沢  賢治 三起商行 2022年10月 91/ﾐ

名探偵ポアロ  ポアロのクリスマス アガサ  クリスティー 早川書房 2022年10月 93/ｸ

ゆきのげきじょう 荒井  良二 小学館 2022年10月 E/ｱ

クリスマスのおとしもの えがしら  みちこ 講談社 2022年10月 E/ｴ

わらってよピッコ ルイス  スロボドキン 福音館書店 2022年10月 E/ｽ

ひ・る・ご・は・ん！ 武田  美穂 ほるぷ出版 2022年11月 E/ﾀ

ちゅうもんのおおいりょうりてん 武田  美穂 理論社 2022年10月 E/ﾀ

おすしがふくをかいにきた 田中  達也 白泉社 2022年10月 E/ﾀ

どんぐりころころむし たしろ  ちさと 福音館書店 2022年10月 E/ﾀ

ポッポーきかんしゃ  ゆきさんぽ とよた  かずひこ アリス館 2022年10月 E/ﾄ

メリークリスマス、にじいろのさかな マーカス  フィスター 講談社 2022年10月 E/ﾌ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

Ｇｒｏｗｅｒ Ａｗｅｒｓｏｍｅ  Ｃｉｔｙ  Ｃｌｕｂ∥唄 エイベックス・エンタテインメント 2021年2月 CD 131/ｵ

〈高千帆分館〉

「８０歳の壁」は結局、免疫力が解決してくれる 和田  秀樹　他 宝島社 2022年10月 498.3/ﾜ

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



あたらしく購入した本　 （１２/２４～１２/２８） 2023年1月4日作成

◇中央図書館

〈一般〉

知らないと恥をかくアメリカの大問題 池上  彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年10月 302.5/ｲ

  不思議の国「アメリカ」、覇権国の黄昏

ウイグル人と民族自決 全体主義体制下の民族浄化 サウト  モハメド 集広舎 2022年10月 316.8/ﾓ

沖縄県知事 その人生と思想 野添  文彬 新潮社 2022年9月 318.2/ﾉ

中国・ロシアに侵される日本領土 山本  皓一 小学館 2022年11月 319.1/ﾔ

我々はどこから来て、今どこにいるのか？ 上 エマニュエル  トッド 文藝春秋 2022年10月 361.6/ﾄ

我々はどこから来て、今どこにいるのか？ 下 エマニュエル  トッド 文藝春秋 2022年10月 361.6/ﾄ

コロナと女性の貧困２０２０－２０２２ 樋田  敦子 大和書房 2022年11月 367.2/ﾋ

  サバイブする彼女たちの声を聞いた

ブラック化する教育 ２０１９－２０２２ 大内  裕和 青土社 2022年10月 372.1/ｵ

  なぜ日本の教育は迷走するのか 

旅する地球の生き物たち ソニア  シャー 築地書館 2022年10月 468/ｼ

  ヒト・動植物の移動史で読み解く遺伝・経済・多様性

この人と、一緒にいるって決めたなら タサン志麻＆ロマン、私たちの場合 タサン志麻　他 日経ＢＰ 2022年10月 590.4/ﾀ

地元に行って、作って、食べた日本全国お雑煮レシピ 粕谷  浩子 池田書店 2022年11月 596.21/ｶ

無人島のふたり １２０日以上生きなくちゃ日記 山本  文緒 新潮社 2022年10月 915.6/ﾔ

わたしのペンは鳥の翼 アフガニスタンの女性作家たち 小学館 2022年10月 929.9/ｱ

栞と噓の季節 米澤  穂信 集英社 2022年11月 F/ﾖﾈ

毛利氏の御家騒動 折れた三本の矢 光成  準治 平凡社 2022年10月 Y288/ﾐ

〈ティーンズ〉

お金に頼らず生きたい君へ 廃村「自力」生活記 服部  文祥 河出書房新社 2022年10月 S611/ﾊ

給食アンサンブル ２ 如月  かずさ 光村図書出版 2022年10月 SF/ｷｻ/2

〈児童〉

旅するタネの図鑑 多田  多恵子 文一総合出版 2022年10月 47/ﾀ

スノーマン クリスマスのお話 マイケル  モーパーゴ 評論社 2022年10月 93/ﾓ

にだんべっど 五十嵐  大介 あかね書房 2022年10月 E/ｲ

おせちのみんなあつまって！ 真珠  まりこ ひさかたチャイルド 2022年11月 E/ｼ

コールテンくんのポケット ドン  フリーマン 好学社 2022年10月 E/ﾌ

よるにおばけと みなはむ ミシマ社 2022年10月 E/ﾐ

毒もみのすきな署長さん 山村  浩二 三起商行 2022年10月 E/ﾔ

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

●新着資料リスト●


