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◇中央図書館

〈一般〉

本屋大賞　２０２２ 本の雑誌編集部∥編 本の雑誌社 2022年4月 019.9/ﾎ/22

ピンピン、ひらり。　鎌田式しなやか老活術 鎌田　實 小学館 2022年4月 159.7/ｶ

歴史思考　世界史を俯瞰して、思い込みから自分を解放する 深井　龍之介 ダイヤモンド社 2022年3月 204/ﾌ

縄文人は海を越えたか？　「文化圏と言葉」の境界を探訪する 水ノ江  和同 朝日新聞出版 2022年4月 210.2/ﾐ

一冊でわかる室町時代 大石  学∥監修 河出書房新社 2022年4月 210.4/ｲ

源家滅亡　尼御台所政子と北条泰時の時代 菊池　紳一 山川出版 2022年3月 210.4/ｷ

日本史の新事実７０　古代・中世・近世・近代これまでの常識が覆る！ 浮世　博史 世界文化社 2022年5月 210/ｳ

秋篠宮 江森　敬治 小学館 2022年5月 288.4/ｱ

ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略　世界はどう変わるのか 遠藤  誉 ＰＨＰ研究所 2022年4月 319.2/ｴ

ゼレンスキー勇気の言葉１００ 清水  克彦 ワニブックス 2022年6月 319.3/ｼ

厨房で見る夢　在日ネパール人コックと家族の悲哀と希望 ビゼイ  ゲワリ ぎょうせい 2022年3月 334.4/ｹﾞ

貯金０円からの投資入門　ＮＩＳＡ  ｉＤｅＣｏ  株式投資  投資信託 竹内  弘樹∥監修 朝日新聞出版 2022年1月 338.1/ﾁ

投資のいろはがわかる！つみたてＮＩＳＡ  ＆  ｉＤｅＣｏ活用術 辻  理恵∥監修 ダイアプレス 2022年6月 338.1/ﾄ

インフレ不可避の世界　今すぐ大事な資産を守りなさい 澤上  篤人 明日香出版 2022年3月 338.2/ｻ

いのちの秘義 若松  英輔 亜紀書房 2022年5月 404/ﾜ

　レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』の教え

神の方程式 「万物の理論」を求めて ミチオ　カク ＮＨＫ出版 2022年4月 429.6/ｶ

起源がわかる宝石大全 諏訪  恭一 ナツメ社 2022年4月 459.7/ｽ

親子で観察する身近な雑草図鑑 天野  誠 ナツメ社 2022年5月 470.3/ｱ

あした出会える野鳥１００ 柴田  佳秀 山と渓谷社 2022年4月 488.2/ｼ

人類冬眠計画　生死のはざまに踏み込む 砂川　玄志郎 岩波書店 2022年4月 492.53/ｽ

わからないコロナ後遺症の症状と対処法がよくわかる 永井　英明 ヴァンメディカル 2022年4月 493.87/ﾅ

子どもの脳を壊すネット・ゲーム依存症 久場川  哲二 幻冬舎 2022年3月 493.93/ｸ

子どものデジタル脳完全回復プログラム ヴィクトリア  Ｌ  ダンクリー 飛鳥新社 2022年5月 493.93/ﾀﾞ

マンガでわかる痔の治し方　４０万人を診たおしりの名医に会いに行く 平田  雅彦 小学館集英社プロダクション 2022年3月 494.65/ﾋ

ねこ背　何歳からでも自力で治せる！　 文響社 2022年1月 498.3/ﾈ/ｷﾝﾄﾚ

　整形外科の名医が教える最新１分体操大全

土木技術者になるには　なるにはＢＯＯＫＳ 三上  美絵 ぺりかん社 2022年4月 510.7/ﾐ/ﾐﾄﾞ

６０分でわかる！メタバース超入門 武井  勇樹 技術評論社 2022年5月 548/ﾀ

メタバース進化論 バーチャル美少女ねむ 技術評論社 2022年4月 548/ﾊﾞ

　仮想現実の荒野に芽吹く「解放」と「創造」の新世界 

知らないとヤバい老後のお金戦略５０ 荻原  博子 祥伝社 2022年4月 591/ｵ

超図解　お金再入門　キホンから新常識までまるわかり！ 伊藤  亮太∥監修 ＰＨＰ研究所 2022年3月 591/ﾁ

リセット！仕事服 新しい生活様式にふさわしい男の服選び 松　はじめ 技術評論社 2022年3月 593.3/ﾏ

心とからだが元気になる鉄分レシピ 小田  真規子 ＰＨＰ研究所 2022年3月 596/ｵ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

小さな庭をつくる　１２か月栽培ナビＤｏ 河野  義雄 ＮＨＫ出版 2022年4月 629.7/ｺ

ダーウィン事変 ０４ うめざわ　しゅん 講談社 2022年4月 726/ｳ/4

初心者のバンジョー基礎教本 坂本  健∥編著 自由現代社 2022年4月 763.5/ｻ/ｶﾞｸﾌ

　５弦バンジョーの基礎からテクニックまで、やさしく学べる！

韓国語キホンの単語帳＆フレーズ２３００　今スグ使える！ 朝日新聞出版∥編著 朝日新聞出版 2022年3月 829.1/ｱ

石原慎太郎と日本の青春　永久保存版 文藝春秋 2022年4月 910.2/ｲ

短歌の時間 東　直子∥編著 春陽堂書店 2022年3月 911.1/ﾋ

我ときて遊べや親のない雀　小林一茶句集 小林　一茶 童話屋 2022年3月 911.3/ｺ/ﾁｬ

たましいの移動 國松  絵梨 七月堂 2021年8月 911.5/ｸ/ｸﾛ

タダキ君、勉強してる？ 伊集院　静 集英社 2022年4月 914.6/ｲ

ある日、僕が死にました イ　ギョンヘ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 929.1/ｲ

ひとりの双子 ブリット　ベネット 早川書房 2022年3月 933.7/ﾍﾞ

すべての月、すべての年　ルシア・ベルリン作品集 ルシア　ベルリン 講談社 2022年4月 933.7/ﾍﾞ

●新着資料リスト●



生皮　あるセクシャルハラスメントの光景 井上　荒野 朝日新聞出版 2022年4月 F/ｲﾉ

竜血の山 岩井　圭也 中央公論新社 2022年1月 F/ｲﾜ

布武の果て 上田　秀人 集英社 2022年5月 F/ｳｴ

剣持麗子のワンナイト推理 新川　帆立 宝島社 2022年4月 F/ｼﾝ

枳殻家の末娘 高橋　三千綱 青志社 2022年1月 F/ﾀｶ

隠し女小春 辻原　登 文藝春秋 2022年5月 F/ﾂｼﾞ

花散る里の病棟 帚木  蓬生 新潮社 2022年4月 F/ﾊﾊ

大内氏がわかる本 西国一の御屋形様 興亡編 山口市交流創造部文化交流課∥編 山口市交流創造部文化交流課 2022年3月 Y288/ﾔ

ねむる葉脈　香川真澄散文作品集 ２ 香川  真澄 創林舎 2022年7月 YF/ｶｶﾞ/ｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞ

〈ティーンズ〉

あやかしお宿の回顧録。 かくりよの宿飯 １２ 友麻  碧 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月  SBF/ﾕｳ

〈児童〉

キャサリン・ジョンソン　コミック版世界の伝記 奥田  暁代∥監修 ポプラ社 2022年4月 28/ｼﾞ

どうして？　あたらしいおうちにいくまでのおはなし おがわ  まな 遠見書房 2022年5月 36/ﾋ

ジャレットのミント・コレクション　魔法の庭ものがたり あんびる　やすこ ポプラ社 2022年5月 91/ｱ

きみと１００年分の恋をしよう がんばれ！ピュアハート 〔７〕 折原　みと 講談社 2022年5月 91/ｵ/7

草のふえをならしたら 林原　玉枝 福音館書店 2022年4月 91/ﾊ

病院図書館の青と空 令丈　ヒロ子 講談社 91/ﾚ

すずばあちゃんのおくりもの 黒井　健 新日本出版社 2022年4月 E/ｸ

なかよしの犬はどこ？ エミリー　サットン 徳間書店 2022年2月 E/ｻ

まねっこぴたっ！どうぶつ　からだをうごかすえほん スズキ　サトル ほるぷ出版 2022年4月 E/ｽ

おにぎり　おにぎり 長野　ヒデ子 おむすび舎 2022年5月 E/ﾅ

せかいのくにでいただきます！ 野村  たかあき 講談社 2022年4月 E/ﾉ

へび　ながすぎる ふくなが　じゅんぺい こぐま社 2022年5月 E/ﾌ

アンパンマンとたけとんぼまん やなせ　たかし フレーベル館 2022年4月 E/ﾔ

〈高千帆分館〉

大人の流儀　１１　もう一度、歩きだすために 伊集院　静 講談社 2022年3月 914.6/ｲ/11

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


