
あたらしく購入した本　 （３/２～３/４） 2022年3月5日作成

◇中央図書館

〈一般〉

炎上社会を考える　自粛警察からキャンセルカルチャーまで 伊藤  昌亮 中央公論新社 2022年1月 007.3/ｲ

はじめてのＷｉｎｄｏｗｓ１１ 戸内  順一 秀和システム 2022年1月 007.6/ﾄ

地域資料サービスの展開 蛭田  廣一∥編 日本図書館協会 2021年12月 014.7/ﾋ

日本の絵本１００年１００人１００冊 広松  由希子 玉川大学出版部 2021年12月 019/ﾋ

言語が消滅する前に 國分  功一郎（他） 幻冬舎 2021年11月 104/ｺ

もっと、自分をいたわっていい 香山  リカ 新日本出版社 2021年12月 146.8/ｶ

ちょうどいい孤独 ６０代からはソロで生きる 鎌田  實 かんき出版 2021年12月 159.7/ｶ

最澄と天台宗のこころ 伝教大師１２００年大遠忌記念 桑谷  祐顕∥監修 平凡社 2022年1月 188.4/ｻ

鎌倉殿の１３人　北条義時とその時代 ＮＨＫ出版 2022年1月 210.4/ｶ

「室町殿」の時代　安定期室町幕府研究の最前線 久水  俊和∥編 山川出版社 2021年12月 210.4/ﾋ

北条義時　鎌倉殿を補佐した二代目執権 岩田  慎平 中央公論新社 2021年12月 289.1/ﾎ

頼朝と義時　武家政権の誕生 呉座  勇一 講談社 2021年11月 289.1/ﾐ

親の財産を凍結から守る認知症対策ガイドブック 元木  翼 日本法令 2021年12月 324.6/ﾓ

見やすい資料のデザイン図鑑　シーンごとにマネして作るだけ！ 森重  湧太 インプレス 2021年12月 336.4/ﾓ/ｽｶｲﾌﾞﾙｰ

自殺対策白書　令和３年版 厚生労働省∥編 全国官報販売協同組合 2021年12月 368.3/ｼﾞ/21

宇宙一わかる、宇宙のはなし　むずかしい数式なしで最新の天文学 日本科学情報 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年12月 440/ﾆ

エビはすごいカニもすごい　体のしくみ、行動から食文化まで 矢野  勲 中央公論新社 2021年12月 485.3/ﾔ

腸活にいいこと超大全　 小林  弘幸 宝島社 2021年12月 493.46/ｺ

　うつ、肥満、免疫力……腸を整えれば、全身が健康になる！

認知症の人は何を考えているのか？ 渡辺  哲弘 講談社 2021年11月 493.75/ﾜ

　大切な人の「ほんとうの気持ち」がわかる本

イベルメクチン　新型コロナ治療の救世主になり得るのか 大村  智∥編著 河出書房新社 2021年11月 493.87/ｵ

２０５０年の地球を予測する　科学でわかる環境の未来 伊勢  武史 筑摩書房 2022年1月 519/ｲ

はかどる神ｉＰａｄ 平岡  雄太 マガジンハウス 2021年12月 548.2/ﾋ/P

たっきーママの簡単２ＳＴＥＰ！オートミールレシピ 奥田  和美 扶桑社 2021年12月 596.3/ｵ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

心地よく暮らすための掃除と片付け 宝島社 2021年12月 597.9/ｺ

　完璧じゃなくていい！ラクに「ついで」に実践！

鎌倉殿の１３人　前編 ＮＨＫ出版 2022年1月 778.8/ｶ

パラスポーツマガジン 障がい者スポーツ＆ライフスタイルマガジン Ｖｏｌ．１０ 実業之日本社 2022年1月 780/ﾊﾟ/10

アメリカ人を熱狂させる男 大谷翔平　１００年に１度のＳＨＯ  ＴＩＭＥ ジーウォーク 2021年12月 783.7/ｵ

共に、前へ  羽生結弦 東日本大震災１０年の記憶 日本テレビ「ｎｅｗｓ  ｅｖｅｒｙ．」取材班 祥伝社 2021年11月 784.6/ﾊ

一期一会の人びと 五木  寛之 中央公論新社 2022年1月 914.6/ｲ

幸田文  老いの身じたく 幸田  文 平凡社 2022年2月 914.6/ｺ

文豪ナビ　藤沢周平 新潮文庫∥編 新潮社 2022年1月 B910/ﾌ

母の日に死んだ ネレ  ノイハウス 東京創元社 2021年10月 B943/ﾉ

小説ノイズ〈ｎｏｉｓｅ〉 黒木  あるじ 集英社 2021年12月 BF/ｸﾛ

新・浪人若さま新見左近 無念の一太刀 ９ 佐々木  裕一 双葉社 2022年1月 BF/ｻｻ/9

決戦は日曜日 高嶋  哲夫 幻冬舎 2021年11月 BF/ﾀｶ

改良 遠野  遥 河出書房新社 2022年1月 BF/ﾄｵ

座敷童子の代理人 ９ 仁科  裕貴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年11月 BF/ﾆｼ/9

コンフィデンスマンＪＰ　英雄編 山本  幸久∥小説 ポプラ社 2021年12月 BF/ﾔﾏ

前科者 涌井  学 小学館 2021年12月 BF/ﾜｸ

威風堂々 上 伊東  潤 中央公論新社 2022年1月 F/ｲﾄ

威風堂々 下 伊東  潤 中央公論新社 2022年1月 F/ｲﾄ

塞王の楯 今村  翔吾 集英社 2021年10月 F/ｲﾏ

オン・ザ・プラネット 島口  大樹 講談社 2022年1月 F/ｼﾏ

真夜中のマリオネット 知念  実希人 集英社 2021年12月 F/ﾁﾈ

皆のあらばしり 乗代  雄介 新潮社 2021年12月 F/ﾉﾘ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

アウシュヴィッツの小さな姉妹 タチアナ  ブッチ（他） アストラハウス 2022年1月 S976/ﾌﾞ

劇場版呪術廻戦０　ノベライズみらい文庫版 くま  あたろう 集英社 2021年12月 SF/ｸﾏ

〈児童〉

あかるいほうへあかるいほうへ きくち  ちき∥絵 フレーベル館 2021年12月 91/ｶ/ｷ

　おやこでよもう！金子みすゞ

たんじょうびはジェットコースター こすぎ  さなえ PHP研究所 2022年1月 91/ｺ

のっているのはだあれ？ ［大型絵本］ 新井  洋行 偕成社 2022年1月 E/ｱ

おめんです ３ いしかわ  こうじ 偕成社 2022年1月 E/ｲ/3

ふくろにいれられたおとこのこ フランス民話 堀内  誠一 福音館書店 2021年12月 E/ﾎ

こぶたのまーち 堀内  誠一 福音館書店 2021年12月 E/ﾎ

Ｙｏｕ  Ｌｏｏｋ  Ｙｕｍｍｙ！（おまえうまそうだな） ＴＡＴＳＵＹＡ  ＭＩＹＡＮＩＳＨＩ 岩崎書店 2021年 E/ﾐ

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



あたらしく購入した本　 （３/５～３/１１） 2022年3月12日作成

◇中央図書館

〈一般〉

本音を言おうとすると涙が出てくる ＨＳＰの繊細さが才能に変わる魔法 ゆりか 朝日新聞出版 2021年6月 141.9/ﾕ

私は私 自分らしい愛で人生が劇的によくなる！ 斎藤  一人 サンマーク出版 2022年1月 159/ｻ

自分を変えたい 殻を破るためのヒント 宮武  久佳 岩波書店 2021年12月 159.7/ﾐ

縄文ｖｓ．弥生 先史時代を九つの視点で比較する 設楽  博己 筑摩書房 2022年1月 210.2/ｼ

鎌倉殿を歩く 一一九九年の記憶 伊東  潤 歴史探訪社 2022年1月 210.4/ｲ

九州戦国城郭史 大名・国衆たちの築城記 岡寺  良 吉川弘文館 2022年1月 219/ｵ

「わきまえない女」だった北条政子 双葉社 2021年12月 289.1/ﾎ

イントゥ・ザ・プラネット ジル  ハイナース 新潮社 2022年1月 289.3/ﾊ

  ありえないほど美しく、とてつもなく恐ろしい水中洞窟への旅

統計から読み解く色分け日本地図 重永  瞬 彩図社 2022年2月 291/ｼ

日本で見つける♪まるで海外な絶景旅 ＪＴＢパブリッシング 2022年1月 291/ﾆ

ばらまき 河井夫妻大規模買収事件全記録 中国新聞「決別金権政治」取材班 集英社 2021年12月 315.1/ﾁ

ウイグル「フェイクニュース」に終止符を打つ マキシム  ヴィヴァス 文芸社 2022年1月 316.8/ﾋﾞ

ルポ死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル 佐藤  大介 幻冬舎 2021年11月 326.4/ｻ

生涯弁護人 事件ファイル１ 弘中  惇一郎 講談社 2021年11月 327.1/ﾋ/1

生涯弁護人 事件ファイル２ 弘中  惇一郎 講談社 2021年11月 327.1/ﾋ/2

仕事が速くてミスしない人がやっている「分ける」仕事術 吉田  英憲 フォレスト出版 2022年1月 336.2/ﾖ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

叱らない、ほめない、命じない。 あたらしいリーダー論 岸見  一郎 日経ＢＰ 2021年12月 336.3/ｷ/ｱｶ

職場のめんどくさい人から自分を守る心理学 井上  智介 日本能率協会マネジメントセンター 2021年12月 336.4/ｲ/ﾑﾗｻｷ

  「あの人がいるだけで会社がしんどい……」がラクになる

ふしぎな日本人 外国人に理解されないのはなぜか 塚谷  泰生　他 筑摩書房 2022年1月 361.4/ﾂ

１０代の妊娠 友だちもネットも教えてくれない性と妊娠のリアル にじいろ 合同出版 2021年12月 367.9/ﾆ

おかあちゃん、こんな僕やけど、産んでくれてありがとう 青木  聖久 ペンコム 2022年1月 369.2/ｱ

  精神障がいがある人の家族１５の軌跡

「感動ポルノ」と向き合う 障害者像にひそむ差別と排除 好井  裕明 岩波書店 2022年1月 369.2/ﾖ

ろうと手話 やさしい日本語がひらく未来 吉開  章 筑摩書房 2021年11月 378.2/ﾖ

子育てに迷ったときのお母さんへの言葉 佐々木  正美 大和書房 2022年1月 379.9/ｻ

史料が語る年中行事の起原 伝承論・言い伝え説の虚構を衝く 阿部  泉 清水書院 2021年12月 386.1/ｱ

追跡！謎の日米合同委員会 別のかたちで継続された「占領政策」 吉田  敏浩 毎日新聞出版 2021年12月 395.3/ﾖ

ＪＡＸＡの先生！宇宙のきほんを教えてください！ 中谷  一郎 ポプラ社 2022年1月 440/ﾅ

もしあと１年で人生が終わるとしたら？ 小澤  竹俊 アスコム 2021年3月 490.14/ｵ

安心な認知症 マンガとＱ＆Ａで、本人も家族も幸せになれる！ 主婦と生活社ライフケア編集部∥編 主婦と生活社 2021年12月 493.75/ｼ

脳を最大限に活かす究極の運動法 久賀谷  亮 朝日新聞出版 2021年12月 498.39/ｸ

医者が考案した老けないたんぱく質ごはん 宝島社 2022年1月 498.58/ｲ/ﾁｮｳｼﾞｭ

間違いだらけのクルマ選び ２０２２年版 島下  泰久 草思社 2021年12月 537/ｼ/22

妄想美術館 原田  マハ　他 ＳＢクリエイティブ 2022年1月 720.4/ﾊ

キングダム ６３ 原  泰久 集英社 2021年11月 726/ﾊ/63

キングダム ６４ 原  泰久 集英社 2022年2月 726/ﾊ/64

それでも映画は「格差」を描く 町山  智浩 集英社インターナショナル 2021年10月 778/ﾏ

日本語の大疑問 眠れなくなるほど面白いことばの世界 国立国語研究所∥編 幻冬舎 2021年11月 810.4/ｺ

夏井いつきの３６５日季語手帖 ２０２２年版 夏井  いつき レゾンクリエイト 2021年12月 911.3/ﾅ/22/ﾁｬ

今を生きるあなたへ 瀬戸内  寂聴　他 ＳＢクリエイティブ 2021年12月 914.6/ｾ

私がヤングケアラーだったころ 統合失調症の母とともに 林  真司 みずのわ出版 2021年12月 916/ﾊ

ゼロエフ 古川  日出男 講談社 2021年3月 916/ﾌ

集中講義ドストエフスキー 五大長編を解読する ＮＨＫ出版 2022年1月 980.2/ﾄﾞ

９９％の人が気づいていないお金の正体 堀江  貴文 宝島社 2022年1月 B338/ﾎ

安楽死を遂げた日本人 宮下  洋一 小学館 2021年7月 B490.1/ﾐ

精神科医が教えるすりへらない心のつくり方 保坂  隆 大和書房 2022年1月 B498.39/ﾎ

軌道 福知山線脱線事故ＪＲ西日本を変えた闘い 松本  創 新潮社 2021年4月 B686/ﾏ

開戦 惣目付臨検仕る ３ 上田  秀人 光文社 2022年1月 BF/ｳｴ/3

付添い屋・六平太 河童の巻 金子  成人 小学館 2021年12月 BF/ｶﾈ/15

あんの夢 お勝手のあん ５ 柴田  よしき 角川春樹事務所 2021年12月 BF/ｼﾊﾞ/5

線は、僕を描く 砥上  裕將 講談社 2021年10月 BF/ﾄｶﾞ

●新着資料リスト●



店長がバカすぎて 早見  和真 角川春樹事務所 2021年8月 BF/ﾊﾔ

愛なき世界 上 三浦  しをん 中央公論新社 2021年11月 BF/ﾐｳ/1

愛なき世界 下 三浦  しをん 中央公論新社 2021年11月 BF/ﾐｳ/2

９９．９－刑事専門弁護士－ＴＨＥ  ＭＯＶＩＥ 百瀬  しのぶ∥ノベライズ 扶桑社 2022年1月 BF/ﾓﾓ

ノースライト 横山  秀夫 新潮社 2021年12月 BF/ﾖｺ

捜査線上の夕映え 有栖川  有栖 文藝春秋 2022年1月 F/ｱﾘ

求めよ、さらば 奥田  亜希子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年12月 F/ｵｸ

残月記 小田  雅久仁 双葉社 2021年11月 F/ｵﾀﾞ

もう別れてもいいですか 垣谷  美雨 中央公論新社 2022年1月 F/ｶｷ

Ｓｃｈｏｏｌｇｉｒｌ（スクールガール） 九段  理江 文藝春秋 2022年1月 F/ｸﾀﾞ

アイスクライシス 笹本  稜平 徳間書店 2021年8月 F/ｻｻ

〈ティーンズ〉

早朝始発の殺風景 青崎  有吾 集英社 2022年1月 SBF/ｱｵ

〈児童〉

司書の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所 保育社 2022年1月 01/ｳ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

図書館図鑑 金の星社 2021年12月 01/ﾄ

ぼくのわたしの著作権ずかん ほるぷ出版 2021年12月 02/ﾎﾞ

北条政子 鎌倉時代の礎を築いた尼将軍 小学館 2021年12月 28/ﾎ

からだとはたらくどうぐたち 〔１〕 車いすにのったらどうなるの？ ハリエット  ブランドル ほるぷ出版 2021年12月 36/ﾌﾞ

防災サバイバル図鑑 金の星社 2021年12月 36/ﾎﾞ

ブラックホールと宇宙の謎 荒舩  良孝∥構成 岩崎書店 2021年12月 44/ｱ

ＣＯ２はどこへ行くのか？ 炭素循環から考える気候変動 小西  哲之 ＰＨＰ研究所 2022年1月 45/ｺ

感染症ってなんだろう？ 知っておきたい基礎知識 岡田  晴恵 岩崎書店 2020年12月 49/ｵ

パンデミック・プラネット アンナ  クレイボーン 評論社 2021年12月 49/ｸ

  感染症が地球にあたえる影響 大流行をとめるためにできること

すがたをかえるたべものしゃしんえほん １７ 酢ができるまで 宮崎  祥子∥構成 岩崎書店 2021年12月 61/ﾐ/17

くらべて発見やさいの「おなか」 １ 実を食べるやさい 農文協∥編 農山漁村文化協会 2021年12月 62/ﾉ

ショパン ポプラ社 2022年1月 76/ｼ

写真で見る東京２０２０オリンピック・パラリンピック大百科 ７ ポプラ社 2021年12月 78/ｼ/7

よそんちの子 いとう  みく ほるぷ出版 2022年1月 91/ｲ

きみと１００年分の恋をしよう 〔６〕 大好きがいっぱい 折原  みと 講談社 2022年1月 91/ｵ/6

本好きの下剋上 第１部〔６〕 香月  美夜 ＴＯブックス 2021年4月 91/ｶ/1-6

本好きの下剋上 第１部〔７〕 香月  美夜 ＴＯブックス 2021年7月 91/ｶ/1-7

本好きの下剋上 第２部〔１〕 香月  美夜 ＴＯブックス 2021年7月 91/ｶ/2-1

本好きの下剋上 第２部〔２〕 香月  美夜 ＴＯブックス 2021年10月 91/ｶ/2-2

本好きの下剋上 第２部〔３〕 香月  美夜 ＴＯブックス 2021年12月 91/ｶ/2-3

探検！いっちょかみスクール 怪盗の後継者編 宗田  理 静山社 2022年1月 91/ｿ

まもってあげたい！ ２ わたしの中の記憶 宮下  恵茉 ポプラ社 2022年1月 91/ﾐ/2

おとなってこまっちゃう ハビエル  マルピカ 偕成社 2022年1月 96/ﾏ

じゅうじゅうじゅう あずみ虫 福音館書店 2022年1月 E/ｱ

旅の絵本 １０ 安野  光雅 福音館書店 2022年1月 E/ｱ/10

にほんのにんきもの かとー  ゆーこ 白泉社 2022年1月 E/ｶ

やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの？ なかや  みわ 白泉社 2022年1月 E/ﾅ

ぼくらのパパは、だいとうりょう ほごけんメイジャー、ホワイトハウスへ！ シェイダ  アブヴァビ  ベスト ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年1月 E/ﾍﾞ

やぁだ！ マルリョケ  ヘンリヒス ＢＬ出版 2022年2月 E/ﾍ

どうしてパパとけっこんしたの？ どうぶつたちそれぞれのこたえ 桃戸  栗子 福音館書店 2022年1月 E/ﾓ

おばあさんとトラ ヤン  ユッテ 徳間書店 2021年12月 E/ﾕ

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



あたらしく購入した本　 （３/１２～３/１８） 2022年3月19日作成

◇中央図書館

〈一般〉

ジブン手帳公式ガイドブック ２０２２ 佐久間  英彰 実務教育出版 2021年9月 002.7/ｻ

地域資料のアーカイブ戦略 蛭田  廣一∥編 日本図書館協会 2021年12月 014.7/ﾋ

怒りの哲学 正しい「怒り」は存在するか アグネス  カラード∥ほか著  ニュートンプレス 2021年12月 141.6/ｶ

鎌倉草創 東国武士たちの革命戦争 西股  総生 ワン・パブリッシング 2022年1月 210.3/ﾆ

地図でスッと頭に入る鎌倉・室町時代 山田  邦明∥監修 昭文社 2022年2月 210.4/ﾁ

天才ＩＴ大臣オードリー・タンが初めて明かす オードリー  タン　他 文響社 2021年12月 289.2/ﾀ

  問題解決の４ステップと１５キーワード

良心の囚人 自由を放棄しないという選択 マ  ティーダ 論創社 2022年1月 289.2/ﾏ

ＮＨＫ大河ドラマるるぶ鎌倉殿の１３人 ＪＴＢパブリッシング 2022年1月 291.5/ｴ

  ドラマ紹介×ゆかりの地ガイドの決定版！

地図でスッと頭に入る４７都道府県 なるほど知図帳編集部∥編 昭文社 2021年12月 291/ﾅ

地図でスッと頭に入るアジア２５の国と地域 井田  仁康∥監修 昭文社 2022年1月 292/ﾁ

人種差別をしない・させないための２０のレッスン ティファニー  ジュエル ＤＵ  ＢＯＯＫＳ 2022年2月 316.8/ｼﾞ

  アンチレイシストになろう！

資本主義・デモクラシー・エコロジー 危機の時代の「突破口」を求めて 千葉  眞 筑摩書房 2022年1月 332/ﾁ

マンガと図解  はじめてのＦＩＲＥ 頼藤  太希　他 宝島社 2022年1月 338.1/ﾖ

  経済的自由」を最速で手に入れる！ぴったりの投資プランが最速で見つかる！

自己肯定感が高まる！好かれる人になる！言いかえ便利帳 今井  一彰 マキノ出版 2022年2月 361.4/ｲ

差別の日本史 塩見  鮮一郎 河出書房新社 2022年1月 361.8/ｼ

わたしの体に呪いをかけるな リンディ  ウェスト 双葉社 2022年1月 367.1/ｳ

絶縁家族 終焉のとき 試される「家族」の絆 橘  さつき さくら舎 2021年12月 367.3/ﾀ

ルポ  座間９人殺害事件 被害者はなぜ引き寄せられたのか 渋井  哲也 光文社 2022年1月 368.6/ｼ

介護福祉士になるには 渡辺  裕美∥編著 ぺりかん社 2022年1月 369.1/ﾜ

昔話の扉をひらこう 小澤  俊夫 暮しの手帖社 2022年1月 388/ｵ

星空の楽しみかた 眺める・撮る ＫＡＧＡＹＡ 河出書房新社 2021年11月 442/ｶ

時間の終わりまで 物質、生命、心と進化する宇宙 ブライアン  グリーン 講談社 2021年11月 443.9/ｸﾞ

本当に大丈夫か、新型ワクチン 明かされるコロナワクチンの真実 岡田  正彦 花伝社 2022年1月 493.87/ｵ

発達障害の子どもの自己肯定感をはぐくむ本 宮尾  益知∥監修 大和出版 2021年8月 493.93/ﾊ

  親だからできる“二次障害を防ぐ”８つのサポート

頑張りすぎる人のための疲れない習慣 朝・昼・晩のケアと眠り方 上符  正志∥総監修 家の光協会 2022年1月 498.3/ｶﾞ

〈図解〉ウイルスと除菌のことがよくわかる！本 内海  洋 あさ出版 2022年2月 498.6/ｳ

賢く使いこなしたい人のためのＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋスタートガイド 田中  拓也 秀和システム 2022年2月 548.2/ﾀ/P

ビジネスマナーと仕事の基本ゆる図鑑 岡田  充弘∥監修 宝島社 2022年1月 548.2/ﾋﾞ/ｸﾛ

  デジタル対応版 ２時間で仕事がデキる人になる！

鉄の日本史 邪馬台国から八幡製鐵所開所まで 松井  和幸 筑摩書房 2022年1月 564/ﾏ

コンプレックスを着こなして Ｔｈｅ  Ｕｎｉｑｕｅ  Ｐｉｅｃｅ Ｔａｋｕｍａ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年1月 589.2/ﾀ

私たちの欲しい和布の洋服 岡崎  光子 グラフィック社 2022年1月 593.3/ｵ/ｺｽ

  きちんと普段着とちょっとおしゃれ着＋バッグ

ラクしておいしい令和のごはん革命 阿古  真理 主婦の友社 2021年11月 596/ｱ

大原千鶴のかんたん仕込みごはん 朝に仕込んで、夜はすぐ！ 大原  千鶴 ＮＨＫ出版 2022年1月 596/ｵ/ｵﾚ

オールブランの腸活レシピ おやつに食事に２００％大活用！ 主婦の友社 2022年1月 596/ｵ/ﾀﾞｲｴｯﾄ

ハーブのひと皿 香りあふれる１５７レシピ Ｓｃａｌｅｓ 立東舎 2022年1月 596/ｽ

心地よく暮らす片づけ・収納 えり エクスナレッジ 2021年12月 597.5/ｴ

  忙しい人のための家事ラク＆時短を叶える収納術

食べものが足りない！ 食料危機問題がわかる本 井出  留美 旬報社 2022年1月 611.3/ｲ

多肉植物図鑑 ＮＨＫ出版決定版 小林  浩∥監修 ＮＨＫ出版 2022年1月 627.7/ﾀ

共に生きる  金澤翔子 金澤  泰子 芸術新聞社 2021年12月 728.2/ｶ

マステで素敵にアレンジ楽しいギフトと飾りつけ 森  珠美∥作品 メイツユニバーサルコンテンツ 2022年1月 754.9/ﾓ

  簡単ラッピング＆おうち時間のアイテム

時代のカナリア 今こそ女性たちに伝えたい！ 湯川  れい子 集英社 2022年1月 767.8/ﾕ

「命」の相談室 僕が１０年間少年院に通って考えたこと ゴルゴ松本 中央公論新社 2021年12月 779.1/ｺﾞ

志ん朝、円楽、談志…いまだから語りたい昭和の落語家楽屋話 三遊亭  好楽 河出書房新社 2021年2月 779.1/ｻ

  好楽が見た名人たちの素顔 

●新着資料リスト●



ゾーンに入るためのメンタルトレーニング 高妻  容一 ヴァンメディカル 2022年1月 780.7/ｺ

  スポーツで最高のパフォーマンスを発揮する

シルバー川柳 ああ夫婦編 みやぎシルバーネット　他∥編 河出書房新社 2022年1月 911.4/ｼ

とどのつまり人は食う 佐野  洋子 河出書房新社 2022年1月 914.6/ｻ

その日まで 瀬戸内  寂聴 講談社 2022年1月 914.6/ｾ

作家と珈琲 平凡社編集部∥編 平凡社 2022年1月 914.6/ﾍ

１日１分！英字新聞 ２０２２年版 石田  健 祥伝社 2022年1月 B837/ｲ

航空自衛隊副官怜於奈 ３ 数多  久遠 角川春樹事務所 2022年1月 BF/ｱﾏ/3

いつかの冬、終わらない君へ いぬじゅん ポプラ社 2022年1月 BF/ｲﾇ

二重標的（ダブルターゲット） 東京ベイエリア分署 新装版 今野  敏 角川春樹事務所 2021年12月 BF/ｺﾝ

虚構の殺人者 東京ベイエリア分署 新装版 今野  敏 角川春樹事務所 2022年1月 BF/ｺﾝ

人類よさらば 筒井  康隆 河出書房新社 2022年1月 BF/ﾂﾂ

我が友、スミス 石田  夏穂 集英社 2022年1月 F/ｲｼ

朱より赤く（あかよりもあかく） 窪  美澄 小学館 2022年1月 F/ｸﾎﾞ

  高岡智照尼（たかおかちしょうに）の生涯

隠蔽捜査 ９ 探花 今野  敏 新潮社 2022年1月 F/ｺﾝ

黛家の兄弟（まゆずみけのきょうだい） 高瀬庄左衛門御留書 砂原  浩太朗 講談社 2022年1月 F/ｽﾅ

スター・シェイカー 人間六度 早川書房 2022年1月 F/ﾆﾝ

アクトレス ボーダレス 誉田  哲也 光文社 2022年1月 F/ﾎﾝ

一九六一 東京ハウス 真梨  幸子 新潮社 2021年12月 F/ﾏﾘ

ミス・パーフェクトが行く！ 横関  大 幻冬舎 2021年12月 F/ﾖｺ

ミス・サンシャイン 吉田  修一 文藝春秋 2022年1月 F/ﾖｼ

〈ティーンズ〉

一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一 集英社 2021年11月 SF/ｵﾂ

〈児童〉

たのしく学ぼう！！ことわざ大図鑑 青山  由紀∥監修 国土社 2022年1月 81/ﾀ

あしたへの翼 おばあちゃんを介護したわたしの春 中島  信子 汐文社 2022年1月 91/ﾅ

コンコンきつねのおにはそと よこみち  けいこ∥脚本 童心社 2022年2月 C/ｷﾞｮｳｼﾞ

ねこのオーランドー  毛糸のズボン キャスリーン  ヘイル 好学社 2022年1月 E/ﾍ

〈高千帆分館〉

大人の片づけ できることだけやればいい 一田  憲子 マガジンハウス 2021年9月 597.5/ｲ

〈赤崎分館〉

寂聴さんに教わったこと 瀬尾  まなほ 講談社 2022年1月 914.6/ｾ

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



あたらしく購入した本　 （３/１９～３/２５） 2022年3月26日作成

◇中央図書館

〈一般〉

デジタル資産投資ＮＦＴがよくわかる本 松村  雄太 秀和システム 2022年2月 007.6/ﾏ

行政マンとして図書館員が忘れていること 内野  安彦∥編著 樹村房 2022年1月 013.1/ｳ

維摩経 空と慈悲の物語　ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」ブックス 釈  徹宗 ＮＨＫ出版 2022年1月 183.6/ｼ

歴史を動かした重要文書 ヴィジュアル版 ピーター  スノウ（他） 原書房 2022年1月 202.9/ｽ

　ハムラビ法典から宇宙の地図まで

史伝 北条義時 武家政権を確立した権力者の実像 山本  みなみ 小学館 2021年12月 289.1/ﾎ

ＡＩ監獄ウイグル ジェフリー  ケイン 新潮社 2022年1月 316.1/ｹ

多様性って何ですか？　 羽生  祥子 日経ＢＰマーケティング 2022年1月 336.4/ﾊ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

　ＳＤＧｓ、ＥＳＧ経営に必須！ Ｄ＆Ｉ、ジェンダー平等入門

これ一冊でわかる！障害年金のしくみと手続き 吉野  千賀∥監修 ナツメ社 2022年2月 364.6/ｺ

紛争・迫害の犠牲になる難民の子どもたち 国連難民高等弁務官事務所 合同出版 2022年2月 369.3/ｺ

子どもとつながる「お話」の魔法 シルカ  ローズ  ウエスト（他） ＮＨＫ出版 2022年1月 379.9/ｳ

宇宙は数式でできている 須藤  靖 朝日新聞出版 2022年1月 440.1/ｽ

　なぜ世界は物理法則に支配されているのか

秘闘 私の「コロナ戦争」全記録 岡田  晴恵 新潮社 2021年12月 498.6/ｵ

ｍＲＮＡワクチンの衝撃　コロナ制圧と医療の未来 ジョー  ミラー（他） 早川書房 2021年12月 498.6/ﾐ

トコトンやさしい二次電池の本　今日からモノ知りシリーズ 小山  昇（他） 日刊工業新聞社 2022年1月 572.1/ｵ

もやしあったら、これつくろ！ 献立にもう迷わない！ オレンジページ 2022年1月 596.37/ﾓ

朝日キーワード ２０２３ 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版 2022年1月 813.7/ｱ/ｱｶ

魔法のリスニング 複合媒体資料 リサ  ヴォート Ｊリサーチ出版 2022年2月 831.1/ﾎﾞ

　英語の耳づくりルール１２０ 英語の音がどんどん聞き取れる！

もういちど、あなたと食べたい 筒井  ともみ 新潮社 2021年12月 914.6/ﾂ

真夜中の栗 小川  糸 幻冬舎 2022年2月 B914/ｵ

ボタニカ 朝井  まかて 祥伝社 2022年1月 F/ｱｻ

〈児童〉

女王さまのワードローブ ジュリア  ゴールディング ＢＬ出版 2022年2月 28/ｴ

　イギリス国民に愛されつづける女王エリザベスの物語

国連ファミリー・パーフェクトガイド 稲葉  茂勝 新日本出版社 2022年1月 32/ｲ

　ＳＤＧｓがより深くわかる！ しくみと役割

実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ４０ 朝日新聞出版社 2022年1月 40/ｼﾞ/40

北極点 かけろ！クマ犬ぞりアタック隊 関屋  敏隆 ポプラ社 2021年12月 40/ｾ

理科がすきになる！わくわく自由研究 ４年生 辻  健∥監修 国土社 2022年1月 40/ﾘ

宇宙の果てへ　量子力学体験ツアー はば  なおゆき 小峰書店 2022年1月 44/ﾊ

おおきくしてはっけん！ざりがにのひみつ ひさかたチャイルド 2020年2月 48/ｵ

絵本はたらく細胞　３　はじめての敵！新型コロナウイルス 牧村  久実 講談社 2022年1月 49/ﾏ/3

みんなで地球をまもる　 ベン  ホアー 亜紀書房 2022年2月 51/ﾎ

　わたしたちの声がとどけば、世界はきっとかわるよ

お花のドレスのＢプラン　なんでも魔女商会 あんびる　やすこ 岩崎書店 2022年1月 91/ｱ

虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井  とりお 河出書房新社 2021年11月 91/ｻ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

おしん  完全版 第３巻 橋田  壽賀子∥作 ＮＨＫエンタープライズ 2013年 DVﾎｳ/ｵｼ/3

おしん  完全版 第４巻 橋田  壽賀子∥作 ＮＨＫエンタープライズ 2013年 DVﾎｳ/ｵｼ/4

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

●新着資料リスト●


