●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （８/２７～９/２)

2022年9月3日作成

◇中央図書館
〈一般〉

朝日新聞政治部
日本人として知っておきたい琉球・沖縄史
おとなの青春１８きっぷの旅〔２０２２〕
プーチンの野望
ミャンマーの矛盾 ロヒンギャ問題とスーチーの苦難
日本一バズる公務員
魂の叫び ゼレンスキー大統領１００の言葉
ウクライナ戦争の衝撃
平和を創る道の探求 ウクライナ危機の「糾弾」「制裁」を超えて
ＭＭＴ講義ノート 貨幣の起源、主権国家の原点とは何か
経済安全保障 異形の大国、中国を直視せよ
みずほ、迷走の２０年
デマの影響力 なぜデマは真実よりも速く、広く、力強く伝わるのか？
私たちが声を上げるとき アメリカを変えた１０の問い
逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白
非行少年たちの神様
調査報道記者 国策の闇を暴く仕事
遠い声をさがして 学校事故をめぐる〈同行者〉たちの記録
指揮官たちの第二次大戦 素顔の将帥列伝
太陽系の謎を解く 惑星たちの新しい履歴書
せまりくる巨大地震 知っておくべき巨大地震と火山噴火の脅威
進化論の進化史 アリストテレスからＤＮＡまで
遺伝学者、レイシストに反論する
差別と偏見を止めるために知っておきたい人種のこと
家で死のう！ 緩和ケア医による「死に方」の教科書
名医がやさしく教える最新不妊治療のすべて
パッと探せる！糖質量ハンドブック 食材・料理１４２０
誰のための排除アート？ 不寛容と自己責任論
無印良品の社員だけが知っている無印良品の「隠れ定番」
１秒片づけ 家じゅうのあーめんどくさいをささっと一瞬！に変える
産み方は生き方 自然なお産に願いを込めて
共感ベース思考
ＩＴ企業をやめて魚屋さんになった私の商いの心得
教養が身につく！日本の鉄道１５０年史 図解と写真でわかる
ＮＨＫスペシャル取材班、「デジタルハンター」になる
ＯＮＥ ＬＩＦＥ（ワンライフ） ミーガン・ラピノー自伝
漢字の使い分け図鑑 マンガでわかる 記憶に定着！
中原中也詩集
まど・みちお詩集
地球、この複雑なる惑星に暮らすこと
恐竜学博物館図鑑
悲愁の花 仕立屋お竜
御留山(おとめやま) 新・酔いどれ小藤次 ２５
あきない世傳 金と銀 大海篇 １３
２０８４年のＳＦ
空をこえて七星のかなた（ななせのかなた）
コークスが燃えている
棘の家（とげのいえ）
宙ごはん（そらごはん）

鮫島 浩
原口 泉
佐藤 優
北川 成史
守時 健
ゼレンスキー∥述
増田 雅之∥編著
孫埼 享
島倉 原
北村 滋
河浪 武史
シナン アラル
和泉 真澄(他)
高橋 ユキ
堀井 智帆
日野 行介
石井 美保
大木 毅
ＮＨＫ「コズミックフロント」制作班（他）

講談社
ＰＨＰ研究所
宝島社
潮出版社
明石書店
扶桑社
宝島社

2022年5月 070.2/ｻ
2022年6月 219.9/ﾊ
2022年8月 291/ｵ
2022年6月 312.3/ｻ
2022年7月 316.8/ｷ
2022年5月 318.5/ﾓ
2022年6月 319.3/ｾﾞ

インターブックス 2022年5月

中央公論新社 2022年5月 332.1/ｷ
日経ＢＰマーケティング

2022年6月 338.6/ｶ

ダイヤモンド社 2022年6月 361.4/ｱ

集英社
小学館
青灯社
明石書店
岩波書店
新潮社
新潮社

2022年6月 367.2/ｲ
2022年6月 368.6/ﾀ
2022年9月 368.7/ﾎ
2022年7月 369.3/ﾋ
2022年6月 374/ｲ
2022年5月 392.8/ｵ
2022年6月 445/ｴ

ニュートンプレス 2022年7月

ジョン グリビン(他)
アダム ラザフォード

319.3/ﾏ

かもがわ出版 2022年6月 319/ﾏ
2022年6月 331/ｼ
白水社

早川書房

453.2/ｾ

2022年6月 467.5/ｸﾞ

フィルムアート社 2022年6月

469.6/ﾗ

萬田 緑平
辰巳 賢一
山岸 昌一∥監修
五十嵐 太郎

フォレスト出版 2022年7月 490.14/ﾏ

「心地よい暮らし」プロジェクト∥編

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 590/ｺ

ａｋｉ
朝比奈 順子
森 朝奈

リーブル出版 2022年4月 598.3/ｱ

辻 良樹

徳間書店

河出書房新社 2022年6月 495.48/ﾀ

西東社
岩波書店
学研プラス

2022年6月 498.55/ﾊﾟ
2022年6月 518.8/ｲ
2022年5月 597.5/ｱ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年6月 673.7/ﾓ
2022年8月 686.2/ﾂ

ＮＨＫミャンマープロジェクト 講談社

2022年6月 699.6/ｴ

ミーガン・ラピノー
円満字 二郎
中原 中也
まど みちお
養老 孟司(他)

2022年7月 783.4/ﾗ

海と月社
講談社

2022年6月 811.2/ｴ

角川春樹事務所 2022年6月

文藝春秋

2022年5月 914.6/ﾖ

岡山理科大学恐竜学博物館∥編 日本文教出版 2022年5月

岡本 さとる
佐伯 泰英
髙田 郁
日本ＳＦ作家クラブ∥編
加納 朋子
櫻木 みわ
中山 七里
町田 そのこ

911.5/ﾅ/ﾌﾞﾙｰ

角川春樹事務所 2022年6月 911.5/ﾏ/ﾐﾄﾞ

文藝春秋
文藝春秋

B457/ｵ

2022年7月 BF/ｵｶ/2
2022年8月 BF/ｻｴ/25

角川春樹事務所 2022年8月 BF/ﾀｶ/13

早川書房
集英社
集英社

2022年5月 BF/ﾆﾎ
2022年5月 F/ｶﾉ
2022年6月 F/ｻｸ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 F/ﾅｶ

小学館

2022年6月 F/ﾏﾁ

〈児童〉

名探偵ポワロ ハロウィーン・パーティ
あおいらくだ
まなちゃんのあかいながぐつ
スタコラサッサ
まよなかのバスてい

アガサ クリスティー
楓 真知子
つがね ちかこ
花山 かずみ
古内 ヨシ

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

早川書房
北樹出版
サニーサイド
こぐま社
大日本図書

2022年8月 93/ｸ
2022年6月 E/ｶ
2022年5月 E/ﾂ
2022年6月 E/ﾊ
2022年5月 E/ﾌ

