
あたらしく購入した本　 （４/３０～５/１３） 2022年5月14日作成

◇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。



あたらしく購入した本　 （５/１４～５/２０） 2022年5月21日作成

◇中央図書館

〈一般〉

超入門デジタルセキュリティ 中谷  昇 講談社 2022年1月 007.6/ﾅ

アーキビストとしてはたらく　記録が人と社会をつなぐ 下重  直樹（他）∥編 山川出版社 2022年4月 013.1/ｼ

非認知能力をはぐくむ絵本ガイド１８０　０歳～小学生対象 寺島  知春 秀和システム 2022年3月 019.5/ﾃ

「全自動」であらゆる願いが叶う方法　潜在意識がみるみる書き換わる ＹＯＫＯ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021年12月 147/ﾖ

鎌倉幕府はなぜ滅びたのか 永井  晋 吉川弘文館 2022年3月 210.4/ﾅ

北里柴三郎　よみがえる天才 海堂  尊 筑摩書房 2022年3月 289.1/ｷ

るるぶ岩手 盛岡  花巻  平泉  八幡平 ’２３ ＪＴＢパブリッシング 2022年3月 291.2/ﾙ/23

金沢 能登・加賀温泉郷ｍｉｎｉ　まっぷるマガジン 昭文社 2022年3月 291.4/ｶ/23

ケース別発達障害の子どもたちと保護者をサポートする本 酒井  幸子 ナツメ社 2022年3月  378/ｻ

　子どもたち、保護者、先生…みんなの気持ちに寄り添う 幼児編

それでも生きていく　不安社会を読み解く知のことば 姜  尚中 集英社 2022年1月 304/ｶ

「知の巨人」が暴く世界の常識はウソばかり 副島  隆彦 ビジネス社 2022年2月 304/ﾌ

自分で始めた人たち　社会を変える新しい民主主義 宇野  重規 大和書房 2022年3月 311/ｳ

福島　人なき「復興」の１０年　フォト・ルポルタージュ 豊田  直巳 岩波書店 2022年3月 369.3/ﾄ

最期の声　ドキュメント災害関連死 山川  徹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 369.3/ﾔ

数式図鑑　楽しく、美しく、役に立つ科学の宝石箱 横山　明日希 講談社 2022年2月 410.3/ﾖ

数学ガールの秘密ノート　図形の証明 結城  浩 ＳＢクリエイティブ 2022年3月 410/ﾕ

アフリカに咲く熱帯の花、笑顔の花 ワイルドフラワー１２０ 島岡  由美子 かもがわ出版 2022年2月 472.4/ｼ

オオカミの知恵と愛　 ジム  ダッチャー（他） 日経ＢＰマーケティング 2022年2月 489.5/ﾀﾞ

　ソートゥース・パックと暮らしたかけがえのない日々

ルポ・収容所列島　ニッポンの精神医療を問う 風間  直樹 東洋経済新報社 2022年3月 493.7/ｶ

がん劇的寛解　アルカリ化食でがんを抑える 和田  洋巳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 494.5/ﾜ

敏感な人のための自律神経まるわかりＢＯＯＫ　１分でわかる 原田  賢 主婦の友社 2022年3月 498.39/ﾊ

日本の近代建築ベスト５０ 小川  格 新潮社 2022年1月 523.1/ｵ

はやぶさ２のプロジェクトマネジャーはなぜ「無駄」を大切にしたのか？ 津田  雄一 朝日新聞出版社 2022年2月 538.9/ﾂ

動画配信のためのゼロから分かるＰｒｅｍｉｅｒｅ  Ｐｒｏ 八木  重和 秀和システム 2022年3月 547.8/ﾔ

６０歳からのほどよい暮らし　 石黒  智子 ＰＨＰ研究所 2022年3月 590.4/ｲ

　毎日を小さく豊かにすごす３４の工夫と発見 

手作りしたいおしゃれなジャンパースカート＆サロペット ブティック社 2022年3月 593.3/ﾃ/ｺｽ

日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ 安井ファーム ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 596.37/ﾔ

茶呑みめし むりなく、むだなく、きげんよく食と暮らしの８８話 大原  千鶴 文藝春秋 2022年2月 596/ｵ

ラズベリー　ブラックベリー　１２か月栽培ナビ 國武  久登 ＮＨＫ出版 2022年2月 625.6/ｸ

通信業界のしくみとビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書 実積  寿也 技術評論社 2022年3月 694.2/ｼﾞ

　図解即戦力：豊富な図解と丁寧な解説で、知識０でもわかりやすい！

愛のぬけがら エドヴァルド  ムンク 幻冬舎 2022年2月 723.3/ﾑ

朝日新聞報道写真集　２０２２ 朝日新聞社∥編 朝日新聞出版社 2022年1月 748/ｱ/22

日本刀が見た日本史　深くておもしろい刀の歴史 「刀剣ファン」編集部 山と渓谷社 2022年2月 756.6/ﾄ

小澤征爾、兄弟と語る 音楽、人間、ほんとうのこと 小澤  俊夫（他） 岩波書店 2022年3月 762.1/ｵ

乙女オバさん 南  果歩 小学館 2022年2月 778.2/ﾐ

シネマ・ライフハック　人生の悩みに５０の映画で答えてみた しんのすけ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 778/ｼ

言葉の花束　困難を乗り切るための“自分育て” サヘル  ローズ 講談社 2022年1月 779.9/ﾛ

父子で考えた「自分の道」の見つけ方 野口  絵子（他） 誠文堂新光社 2022年3月 786.1/ﾉ

　「正解」を選ぶのではなく、選んだ道を「正解」にすればいい！

センス・オブ・何だあ？　感じて育つ 三宮  麻由子 福音館書店 2022年3月 914.6/ｻ

きれいになりたい気がしてきた ジェーン　スー 光文社 2022年2月 914.6/ｼﾞ

一万年生きた子ども　統合失調症の母をもって ナガノ  ハル 現代書館 2021年11月 916/ﾅ

家族 村井  理子 亜紀書房 2022年2月 916/ﾑ

アフリカン・アメリカン児童文学を読む 鈴木  宏枝 青弓社 2022年2月 930.2/ｽ

　子どもの本という「励まし」

●新着資料リスト●



柚木沙弥郎Ｔｏｍｏｒｒｏｗ 柚木  沙弥郎 ブルーシープ 2022年1月 B753/ﾕ

渦中　辻番奮闘記　４ 上田　秀人 集英社 2022年2月 BF/ｳｴ/4

人情江戸飛脚　月踊り 坂岡　真 小学館 2022年2月 BF/ｻｶ

ばけもの好む中将　秋草尽くし １１ 瀬川　貴次 集英社 2022年3月 BF/ｾｶﾞ/11

斜陽　太宰治　大活字本シリーズ 太宰　治 三和書籍 2022年3月 DF/ﾀﾞｻﾞ

おしゃべりな部屋 川村  元気（他） 中央公論新社 2022年3月 F/ｶﾜ

〈ティーンズ〉

外交官になるには　なるにはＢＯＯＫＳ 飯島  一孝 ぺりかん社 2022年2月 S329/ｲ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

本好きの下剋上 香月  美夜 ＴＯブックス 2019年11月 SF/ｶｽﾞ/1

　司書になるためには手段を選んでいられません　短編集１

本好きの下剋上 香月  美夜 ＴＯブックス 2022年4月 SF/ｶｽﾞ/2

　司書になるためには手段を選んでいられません　短編集２

鬼滅の刃　ノベライズ　無限城突入！しのぶの想い編 吾峠  呼世晴∥原作 集英社 2022年3月 SF/ｺﾞﾄ

ＡＬＩＶＥ　１０人の漂流者 雪富  千晶紀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 SF/ﾕｷ

〈児童〉

地下鉄のサバイバル　生き残り作戦 ２ ゴムドリｃｏ． 朝日新聞出版 2022年2月 68/ｺﾞ/2

びっくり図書館　なのだのノダちゃん 如月  かずさ 小峰書店 2022年3月 91/ｷ

その一言から生まれる物語　えっ、ウソみたい？〔１〕 日本児童文学者協会∥編 偕成社 2022年2月 91/ﾆ/1

その一言から生まれる物語　もうサイアクだ！〔２〕 日本児童文学者協会∥編 偕成社 2022年3月 91/ﾆ/2

ベイマックス アイリーン  トリンブル 小学館 2022年3月 93/ﾄ

かあさんうさぎと金のくつ デュボース  ヘイワード 徳間書店 2022年3月 93/ﾍ

スプーンとフライパン 新井  洋行 佼成出版社 2022年2月 E/ｱ

おなまえ　おしえて 新井  洋行 偕成社 2022年3月 E/ｱ

花をさかせたがらない小さなキャベツ うえの　あお 偕成社 2022年3月 E/ｳ

　女の子の昔話えほん　フランスのおはなし

くだもののずかん 大森  裕子 白泉社 2022年3月 E/ｵ

カッコーはくしのだいぼうけん かこ　さとし 復刊ドットコム 2022年3月 E/ｶ

マーヤのさるたいじ 唐木  みゆ 偕成社 2022年3月 E/ｶ

　女の子の昔話えほん　日本のおはなし

ニッキーとヴィエラ　ホロコーストの静かな英雄と救われた少女 ピーター  シス ＢＬ出版 2022年3月 E/ｼ/ｲﾉﾁ

男らしく、女らしくがいいの？ジェンダー 鈴木  友唯 ほるぷ出版 2022年2月 E/ｽ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

狂言 Ａｄｏ ユニバーサルミュージック合同会社 2022年1月 CD131/ｱ

ぐされ ずっと真夜中でいいのに。 ユニバーサルミュージック合同会社 2021年2月 CD131/ｽﾞ

Ａｃｔｏｒ 緑黄色社会 Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ  Ｌａｂｅｌｓ 2022年1月 CD131/ﾘ

ドライブ・マイ・カー 濱口  竜介∥監督 カルチュア・パブリッシャーズ 2021年 DVﾎｳ/ﾄﾞﾗ

〈高千帆分館〉

八丁堀強妻物語 岡本　さとる 小学館 2022年2月 BF/ｵｶ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。
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◇中央図書館

〈一般〉

究極  読書の全技術 齋藤  孝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 019.1/ｻ

孤独を抱きしめて 下重暁子の言葉 下重  暁子 宝島社 2022年3月 159.6/ｼ

老いを愛づる 生命誌からのメッセージ 中村  桂子 中央公論新社 2022年3月 159.7/ﾅ

幸福幻想 うさぎとマツコの人生相談 中村  うさぎ　他 毎日新聞出版 2022年2月 159/ﾅ

幸せの追求 よく生きることを先延ばしにしない フレデリック  ルノワール 中央公論新社 2022年2月 159/ﾙ

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 宗教編 山﨑  圭一 ＳＢクリエイティブ 2022年2月 162/ﾔ

面白すぎる！日本史の授業 超現代語訳×最新歴史研究で学びなおす 河合  敦　他 あさ出版 2022年2月 210.1/ｶ

鎌倉殿誕生 源頼朝 関  幸彦 山川出版社 2022年2月 210.3/ｾ

徳川１５代将軍解体新書 河合  敦 ポプラ社 2022年3月 288.3/ｶ

地球の果ての歩き方 Ｗ１５ 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 2022年3月 290.9/ﾁ

不謹慎な旅 負の記憶を巡る「ダークツーリズム」 木村  聡 弦書房 2022年2月 291/ｷ

京都ぶらり歴史探訪ガイド今昔ウォーキング 京あゆみ研究会 メイツユニバーサルコンテンツ 2022年2月 291.6/ｷ

イースター島不可思議大全 モアイと孤島のミステリー 芝崎  みゆき 草思社 2022年3月 297.5/ｼ

教えて！タリバンのこと 世界の見かたが変わる緊急講座 内藤  正典 ミシマ社 2022年3月 302.2/ﾅ

まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう オードリー  タン∥語り ＳＢクリエイティブ 2022年3月 304/ｵ

パンデミック監視社会 デイヴィッド  ライアン 筑摩書房 2002年3月 316.1/ﾗ

図解  資本論 未来へのヒント 齋藤  孝 ウェッジ 2022年3月 331.6/ｻ

日本が先進国から脱落する日 “円安という麻薬”が日本を貧しくした！！ 野口  悠紀雄 プレジデント社 2022年3月 332.1/ﾉ

会社四季報の達人が教える誰も知らない超優良企業 渡部  清二 ＳＢクリエイティブ 2022年3月 335.2/ﾜ

怖くて眠れなくなる元素 左巻  健男 ＰＨＰエディターズ・グループ 2022年3月 431.1/ｻ

あなたの知らない心臓の話 動物からヒトまで ビル  シャット 原書房 2022年3月 481.1/ｼ

  －新常識に出会う知的冒険

となりのハト 身近な生きものの知られざる世界 柴田  佳秀 山と溪谷社 2022年4月 488.4/ｼ

にっぽんツバメ紀行 ポンプラボ∥編集 カンゼン 2022年3月 488.9/ﾎﾟ

人間が生きているってこういうことかしら？ 中村  桂子　他 ポプラ社 2022年2月 490.15/ﾅ

こころの違和感診察室 しっくりこない自分と折り合いをつける方法 春日  武彦 河出書房新社 2022年2月 493.7/ｶ

女はいつも、どっかが痛い やまざき  あつこ 小学館 2022年3月 495/ﾔ

  がんばらなくてもラクになれる自律神経整えレッスン

図解よもぎ健康法 衣食住から症状別の利用法まで 増補版 大城  築 農山漁村文化協会 2022年2月 499.87/ｵ/ｹﾝｺｳﾎｳ

みんなで考える脱炭素社会 ビジュアル解説 松尾  博文 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2022年3月 519.3/ﾏ

マツダとカープ 松田ファミリーの１００年史 安西  巧 新潮社 2022年2月 537/ｱ

最新電力システムの基本と仕組みがよ～くわかる本 木舟  辰平 秀和システム 2022年3月 543.1/ｷ

  発電・送配電の仕組みと概要を掴む 第３版

ＴｉｋＴｏｋハック あなたの動画がバズり続ける５０の法則 マツダ家の日常 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 547.4/ﾏ

アルカリイオン水パーフェクトガイド おうちまるごとキレイを実現 松澤  民男 幻冬舎メディアコンサルティング 2022年2月 590/ﾏ

家族が笑顔になる北欧流の暮らし方 桒原  さやか　他∥〔監修〕 オレンジページ 2022年3月 590.4/ｶ

やってはいけない老後対策 コミック版 大村  大次郎 小学館 2022年3月 591/ｵ

フリースタイル着物コーデＢｏｏｋ みさまる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 593.8/ﾐ

５０歳からの髪と頭皮のお悩みＱ＆Ａ ＭＡＹＵＭＩ 徳間書店 2022年2月 595.4/ﾏ

野菜の作りおき＆帰って１０分おかず３３２ 倉橋  利江 新星出版社 2022年3月 596.37/ｸ

基本調味料だけで作る毎日のお弁当 角田  真秀 ＰＨＰエディターズ・グループ 2022年3月 596.4/ｽ

ＴＨＥフルーツストック 藤野  貴子 学研プラス 2022年3月 596.65/ﾌ

  １２０％で旬をとじ込める、かんたんで、あたらしいフルーツの楽しみ方

浅田真央  私のおうちごはん 浅田  真央 オレンジページ 2022年3月 596/ｱ/ｵﾚ

村上祥子さんの食べると生きる人生最高のレシピ 村上  祥子 ＰＨＰ研究所 2022年3月 596/ﾑ/ｵﾚ

日本の観光特産 観光特産のこだわり人間になる！！ 小塩  稲之　他 ＭＭＰコミュニケーション 2022年3月 602.1/ｺ

堀内誠一 絵の世界 堀内  誠一∥〔画〕 平凡社 2022年3月 726.6/ﾎ

風のことは風に問え 太平洋往復横断記 辛坊  治郎 ニッポン放送 2022年2月 916/ｼ

人間のしがらみ 上 モーム 光文社 2022年2月 B933/ﾓ

人間のしがらみ 下 モーム 光文社 2022年2月 B933/ﾓ

春の窓 安房直子ファンタジー 安房  直子 講談社 2022年2月 BF/ｱﾜ

ともだち よしむら  めぐ 小学館 2022年3月 E/ﾖ

●新着資料リスト●



ブラック・ムーン 果てしなき追跡 逢坂  剛 中央公論新社 2022年2月 F/ｵｳ

０  ＺＥＲＯ 堂場  瞬一 河出書房新社 2022年2月 F/ﾄﾞｳ

日本の図書館 統計と名簿 ２０２１ 日本図書館協会図書館調査事業委員会日本の図書館調査委員会∥編集 日本図書館協会 2022年3月 R010/ﾆ/21

〈児童〉

みんなで図書館活動  この本、おすすめします！ ２ 『この本、おすすめします！』編集委員会∥編著 汐文社 2022年3月 01/ｺ/2

  自分だけの表紙・帯を作ろう

みんなで図書館活動  この本、おすすめします！ ３ 『この本、おすすめします！』編集委員会∥編著 汐文社 2022年3月 01/ｺ/3

  本のＣＭを作ろう

緒方貞子 小手鞠  るい 岩崎書店 2022年3月 28/ｵ

スティーブン・ホーキング マリア  イサベル  サンチェス  ベガラ ほるぷ出版 2022年3月 28/ﾎ

マリア・モンテッソーリ マリア  イサベル  サンチェス  ベガラ ほるぷ出版 2022年2月 28/ﾓ

人体 坂井  建雄∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 49/ｼﾞ

インコがおうちにやってきた！ 海老沢  和荘∥監修 学研プラス 2022年3月 64/ｲ

ことば探偵の冒険新語・流行語を追え！ 田中  牧郎∥監修 小学館 2022年3月 81/ｺ

ＳＩＮＧ  シング－ネクストステージ－ 澁谷  正子 小学館 2022年3月 91/ｼ

その一言から生まれる物語 ああ、もうダメだ！ 〔３〕 日本児童文学者協会 偕成社 2022年3月 91/ﾆ/3

ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋  玲子 講談社 2022年3月 91/ﾋ

たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや  みわ 学研教育みらい 2022年4月 E/ﾅ

まいごのモリーとわにのかばん はた  こうしろう 童心社 2022年2月 E/ﾊ

あかちゃんがきた！ 松本  春野 アリス館 2022年3月 E/ﾏ

ぞうになったうそ エステル  メーンス パイインターナショナル 2022年3月 E/ﾒ

はるのにわで 米林  宏昌 福音館書店 2022年3月 E/ﾖ

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


