●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （６/２５～７/１）

2022年7月2日作成

◇中央図書館
〈一般〉

本屋大賞 ２０２２
ピンピン、ひらり。 鎌田式しなやか老活術
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
縄文人は海を越えたか？ 「文化圏と言葉」の境界を探訪する
一冊でわかる室町時代
源家滅亡 尼御台所政子と北条泰時の時代
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！

秋篠宮
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

本の雑誌編集部∥編
鎌田 實
深井 龍之介
水ノ江 和同
大石 学∥監修
菊池 紳一
浮世 博史
江森 敬治
遠藤 誉
清水 克彦
ビゼイ ゲワリ
竹内 弘樹∥監修
辻 理恵∥監修
澤上 篤人
若松 英輔

本の雑誌社 2022年4月 019.9/ﾎ/22
2022年4月 159.7/ｶ
小学館
ダイヤモンド社 2022年3月 204/ﾌ
朝日新聞出版 2022年4月 210.2/ﾐ
河出書房新社 2022年4月 210.4/ｲ
2022年3月 210.4/ｷ
山川出版
世界文化社 2022年5月 210/ｳ
2022年5月 288.4/ｱ
小学館
ＰＨＰ研究所 2022年4月 319.2/ｴ
ワニブックス 2022年6月 319.3/ｼ
ぎょうせい 2022年3月 334.4/ｹﾞ
朝日新聞出版 2022年1月 338.1/ﾁ
ダイアプレス 2022年6月 338.1/ﾄ
明日香出版 2022年3月 338.2/ｻ
2022年5月 404/ﾜ
亜紀書房

ミチオ カク
諏訪 恭一
天野 誠
柴田 佳秀
砂川 玄志郎
永井 英明
久場川 哲二

ＮＨＫ出版
ナツメ社
ナツメ社
山と渓谷社
岩波書店

ゼレンスキー勇気の言葉１００
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
貯金０円からの投資入門 ＮＩＳＡ ｉＤｅＣｏ 株式投資 投資信託
投資のいろはがわかる！つみたてＮＩＳＡ ＆ ｉＤｅＣｏ活用術
インフレ不可避の世界 今すぐ大事な資産を守りなさい
いのちの秘義
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
起源がわかる宝石大全
親子で観察する身近な雑草図鑑
あした出会える野鳥１００
人類冬眠計画 生死のはざまに踏み込む
わからないコロナ後遺症の症状と対処法がよくわかる
子どもの脳を壊すネット・ゲーム依存症
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

文響社

2022年1月

ねこ背 何歳からでも自力で治せる！
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
６０分でわかる！メタバース超入門
メタバース進化論
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
超図解 お金再入門 キホンから新常識までまるわかり！
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
心とからだが元気になる鉄分レシピ
小さな庭をつくる １２か月栽培ナビＤｏ
ダーウィン事変 ０４
初心者のバンジョー基礎教本
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！
石原慎太郎と日本の青春 永久保存版
短歌の時間
我ときて遊べや親のない雀 小林一茶句集
たましいの移動
タダキ君、勉強してる？
ある日、僕が死にました
ひとりの双子
すべての月、すべての年 ルシア・ベルリン作品集

2022年4月 429.6/ｶ
2022年4月 459.7/ｽ
2022年5月 470.3/ｱ
2022年4月 488.2/ｼ
2022年4月 492.53/ｽ

ヴァンメディカル 2022年4月 493.87/ﾅ

幻冬舎

2022年3月 493.93/ｸ

498.3/ﾈ/ｷﾝﾄﾚ

三上 美絵
武井 勇樹
バーチャル美少女ねむ

ぺりかん社 2022年4月 510.7/ﾐ/ﾐﾄﾞ
技術評論社 2022年5月 548/ﾀ
技術評論社 2022年4月 548/ﾊﾞ

荻原 博子
伊藤 亮太∥監修
松 はじめ
小田 真規子
河野 義雄
うめざわ しゅん
坂本 健∥編著

祥伝社
ＰＨＰ研究所
技術評論社
ＰＨＰ研究所
ＮＨＫ出版
講談社
自由現代社

朝日新聞出版∥編著

朝日新聞出版 2022年3月 829.1/ｱ

東 直子∥編著
小林 一茶
國松 絵梨
伊集院 静
イ ギョンヘ
ブリット ベネット
ルシア ベルリン

文藝春秋
春陽堂書店
童話屋
七月堂
集英社

2022年4月 591/ｵ
2022年3月 591/ﾁ
2022年3月 593.3/ﾏ
2022年3月

596/ｵ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

2022年4月 629.7/ｺ
2022年4月 726/ｳ/4
2022年4月

763.5/ｻ/ｶﾞｸﾌ

2022年4月 910.2/ｲ
2022年3月 911.1/ﾋ
2022年3月 911.3/ｺ/ﾁｬ
2021年8月 911.5/ｸ/ｸﾛ
2022年4月 914.6/ｲ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 929.1/ｲ

早川書房
講談社

2022年3月 933.7/ﾍﾞ
2022年4月 933.7/ﾍﾞ

生皮 あるセクシャルハラスメントの光景
竜血の山
布武の果て
剣持麗子のワンナイト推理
枳殻家の末娘
隠し女小春
花散る里の病棟
大内氏がわかる本 西国一の御屋形様 興亡編
ねむる葉脈 香川真澄散文作品集 ２

井上
岩井
上田
新川
高橋
辻原
帚木

荒野
圭也
秀人
帆立
三千綱
登
蓬生

朝日新聞出版 2022年4月 F/ｲﾉ
中央公論新社 2022年1月 F/ｲﾜ

集英社
宝島社
青志社
文藝春秋
新潮社

2022年5月 F/ｳｴ
2022年4月 F/ｼﾝ
2022年1月 F/ﾀｶ
2022年5月 F/ﾂｼﾞ
2022年4月 F/ﾊﾊ

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

香川 真澄

創林舎

2022年7月

友麻 碧

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 SBF/ﾕｳ

奥田 暁代∥監修
おがわ まな
あんびる やすこ
折原 みと
林原 玉枝
令丈 ヒロ子
黒井 健
エミリー サットン
スズキ サトル
長野 ヒデ子
野村 たかあき
ふくなが じゅんぺい
やなせ たかし

ポプラ社
遠見書房
ポプラ社
講談社
福音館書店
講談社

新日本出版社 2022年4月 E/ｸ

伊集院 静

講談社

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
〈児童〉

キャサリン・ジョンソン コミック版世界の伝記
どうして？ あたらしいおうちにいくまでのおはなし
ジャレットのミント・コレクション 魔法の庭ものがたり
きみと１００年分の恋をしよう がんばれ！ピュアハート 〔７〕
草のふえをならしたら
病院図書館の青と空
すずばあちゃんのおくりもの
なかよしの犬はどこ？
まねっこぴたっ！どうぶつ からだをうごかすえほん
おにぎり おにぎり
せかいのくにでいただきます！
へび ながすぎる
アンパンマンとたけとんぼまん

徳間書店
ほるぷ出版
おむすび舎
講談社
こぐま社

2022年4月 28/ｼﾞ
2022年5月 36/ﾋ
2022年5月 91/ｱ
2022年5月 91/ｵ/7
2022年4月 91/ﾊ

91/ﾚ
2022年2月 E/ｻ
2022年4月 E/ｽ
2022年5月 E/ﾅ
2022年4月 E/ﾉ
2022年5月 E/ﾌ

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

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2022年3月 914.6/ｲ/11

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （７/２～７/８）

2022年7月9日作成

◇中央図書館
〈一般〉

ゼロからはじめるＧｏｏｇｌｅサービス基本＆便利技
意思決定が９割よくなる無意識の鍛え方
教養としての神道 生きのびる神々
鏡の古墳時代
オレたちの鎌倉殿
ピリカチカッポ 美しい鳥 知里幸恵と『アイヌ神謡集』

リンクアップ
茂木 健一郎
島薗 進
下垣 仁志
西股 総生
石村 博子

宮古島 伊良部島 下地島 来間島 池間島 多良間島 大神島 改訂版

石原慎太郎伝
タリバン台頭 混迷のアフガニスタン現代史
学校でも会社でも教えてくれない「見た目」の教科書
知りたいことがぜんぶわかる！つみたてＮＩＳＡ ＆ ｉＤｅＣｏの超基本
「コミュ障」のための社会学 生きづらさの正体を探る
在宅報酬のきほんとしくみ ２０２２年診療報酬改定
＆２０２１年介護報酬改定完全対応版
新・ｉＤｅＣｏ完全ガイド 得する「じぶん年金」超入門！！
２０２２年新制度対応版
ひきこもり“心の距離”を縮めるコミュニケーションの方法 改訂版
使える！保育のあそびネタ集 室内あそび５
障がいのある子の就学・進学ガイドブック 改訂新版
子どもの才能を伸ばす５歳までの魔法の「おしごと」
世界で一番簡単なモンテッソーリ実践法
０～４歳 ことばをひきだす親子あそび
折口信夫「まれびと」の発見 おもてなしの日本文化はどこから来たのか？

宇宙の秘密を解き明かす２４のスゴい数式
気候変動と「日本人」２０万年史
世界で一番美しいクラゲ図鑑 海中を優美に浮遊する神秘的な生態
ウルトラ図解 骨粗鬆症 いつまでも丈夫な骨でいられるために
家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本
正しい知識と向き合い方
がん治療薬まるわかりＢＯＯＫ 第２版
メタバース さよならアトムの時代
吟醸酒の独り言
長生き地獄にならないための老後のお金大全
志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ
究極ずぼらおかず ちゃんと作るより、おいしい魔法のレシピ
長谷美穂の１０分でできるごきげんレシピ
食べて元気になる５５歳からのｏｎｅチンおかず
レンチン！ごほうびひとりごはん
至高のレンジ飯 面倒ぜんぶ省略！容器１つで感動レシピ１００
るみのささっと和食
ラク弁当の本
時短料理研究家ろこさんの冷凍コンテナ弁当
調理時間０分朝チンするだけ
植物と暮らす春夏秋冬のハーバルレシピ
自分で育てて上手に使うハーブの便利帖
メダカ飼育読本 多彩な品種カタログと飼育＆繁殖ステップアップ
東京ディズニーランドガイドブックｗｉｔｈ風間俊介
瀬戸内国際芸術祭２０２２公式ガイドブック
大地の芸術祭 越後妻有 公式ガイドブック ２０２２
東大×マンガ
山田全自動と林家はな平の落語あるある
てんまる 日本語に革命をもたらした句読点

大下 英治
青木 健太
乳原 佳代
酒井 富士子
岩本 茂樹
イノウ∥編著

技術評論社 2022年5月 007.5/ﾘ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 145.1/ﾓ

170/ｼ
吉川弘文館 2022年5月 210.3/ｼ
主婦と生活社 2022年4月 210.3/ﾆ
2022年4月 289.1/ﾁ
岩波書店
地球の歩き方 2022年4月 291.9/ﾐ
2022年4月 312.1/ｵ
2022年3月 312.2/ｱ
岩波書店

東洋経済新報社 2022年5月

エムディエヌコーポレーション インプレス

ダイヤモンド社 2022年3月 336.4/ｳ/ｸﾛ

学研プラス

2022年5月 338.1/ｻ

中央公論新社 2022年3月 361/ｲ
2022年5月 364.4/ｲ
ソシム

晋遊舎

2022年5月 366.4/ｼ/22

山根
井上
渡部
丘山

俊恵
明美∥編著
昭男
亜未

中央法規出版 2022年4月 367.6/ﾔ
自由現代社 2022年4月 376.1/ｲ

寺田
上野
高水
川幡
水口
竹内
内門

奈々
誠
裕一
穂高
博也 他∥編著
靖博∥監修
大丈∥監修

小学館
幻冬舎
幻冬舎
岩波書店

勝俣 範之∥編著
加藤 直人
蝶谷 初男
森永 卓郎
タサン志麻
にじまま
長谷 美穂
武蔵 裕子
ｒｉｎａ
リュウジ
るみ
長谷川 りえ
ろこ
伊能 美緒

2022年3月 378/ﾜ
日本標準
青春出版社 2022年4月 379.9/ｵ
2022年4月 379.9/ﾃ
2022年4月 382.1/ｳ
2022年3月 440.1/ﾀ
2022年4月 451.8/ｶ

誠文堂新光社 2022年4月 483.3/ﾐ
2022年4月 493.6/ｳ
法研

大和出版

2022年4月 493.75/ｶ

2022年3月 494.53/ｶ
照林社
2022年4月 548/ｶ
集英社
三省堂書店 2022年3月 588.5/ﾁ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 591/ﾓ
マガジンハウス 2022年5月 596/ﾀ/ｵﾚ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 596 /ﾆ /ｵﾚ

2022年4月
主婦と生活社 2022年4月
学研プラス 2022年5月
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月
ワン・パブリッシング 2022年6月
ＥＤＩＴＯＲＳ 2022年6月
マガジンハウス 2022年2月
ワン・パブリッシング

山と溪谷社
ブティック社
平野 威∥写真 編
笠倉出版社
風間 俊介∥特別編集協力 講談社
北川 フラム 他∥監修 現代企画室
北川 フラム 他∥監修 後妻有里山協働機構
東大カルペ ディエム
内外出版社
山田全自動 他
辰巳出版
山口 謠司
ＰＨＰ研究所

596/ﾊ/ｵﾚ
596/ﾑ/ｵﾚ

596/ﾘ/ｵﾚ
596/ﾘ/ｵﾚ

596.21/ﾙ

596.4/ﾊ
596.4/ﾛ

2022年4月 617.6/ｲ
2022年5月 617.6/ｼﾞ
2022年5月 666.9/ﾋ
2022年3月 689.5/ﾄ
2022年4月 706.9/ｾ
2022年4月 706.9/ﾀﾞ/22
2022年5月 726.1/ﾄ
2022年3月 779.1/ﾔ
2022年4月 811.7/ﾔ

愛は忍ぶ 三浦綾子物語 挫折が拓いた人生
暦と暮らす 語り継ぎたい季語と知恵
その言葉のおもしろルーツ
掃除機探偵の推理と冒険
春のこわいもの

三浦 綾子
宇多 喜代子
博学面白俱楽部
そえだ 信
川上 未映子

日本キリスト教団出版局

ＮＨＫ出版
三笠書房
早川書房
新潮社

2022年4月 910.2/ﾐ
2020年4月 911.3/ｳ/ﾁｬ
2022年5月 B812/ﾊ
2022年5月 BF/ｿｴ
2022年2月 F/ｶﾜ

〈ティーンズ〉

親のことが嫌いじゃないのに「なんかイヤだな」と思ったときに読む本 藤木 美奈子
バブル
武田 綾乃
図書室のはこぶね
名取 佐和子

ＷＡＶＥ出版 2022年4月 S146/ﾌ
2022年4月 SBF/ﾀｹ
集英社
実業之日本社 2022年3月 SF/ﾅﾄ

〈児童〉

マンガでわかる！小学生のためのスマホ・ＳＮＳ防犯ガイド
調べるって、おもしろい！！ マンガでわかる小学生の調べる学習ガイド

りりかさんのぬいぐるみ診療所 〔２〕 わたしのねこちゃん
絶体絶命ゲーム 廃墟の島で、最強中学決戦 １１
戦争をやめた人たち １９１４年のクリスマス休戦
ぼくがおこるとおこること アンガーマネジメントのえほん
おんぷちゃんとたいこ
たなばたパーティーきらきらきらきら

佐々木 成三∥監修
図書館振興財団∥監修
かんの ゆうこ
藤 ダリオ
鈴木 まもる
塚本 やすし
とよた かずひこ
山田 花菜

主婦と生活社 2022年5月
2022年4月
岩崎書店
2022年4月
講談社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月
あすなろ書房 2022年5月
冨山房インターナショナル 2022年4月
ひさかたチャイルド 2022年5月
ほるぷ出版 2022年5月

坂岡 真

双葉社

00/ﾏ
37/ｼ
91/ｶ/2
91/ﾌ/11
E/ｽ
E/ﾂ
E/ﾄ
E/ﾔ

〈高千帆分館〉

はぐれ又兵衛例繰控 ５ 死してなお

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2022年5月 BF/ｻｶ/5

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （７/９～７/１５）

2022年7月16日作成

◇中央図書館
〈一般〉

サイバーセキュリティ入門 図解×Ｑ＆Ａ 第２版

羽室 英太郎

手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか？ 色の不思議を科学する 入倉 隆

いまさら聞けないキリスト教のおバカ質問
大惨事の人類史
琉球・沖縄歴史遺産ガイド
マコクライシス 「眞子さんの乱」で見えた皇室の危機
るるぶ四国 ’２３
こどもとおでかけ九州パパママＷａｌｋｅｒ ２０２２－２０２３
与論島 沖永良部島 徳之島 改訂版

東洋経済新報社 2022年6月

奥野 修司

宝島社
日刊現代

2022年4月 219.9/ﾘ
2022年5月 288.4/ｵ

ＪＴＢパブリッシング

2022年5月 291.8/ﾙ/23

角川アスキー総合研究所

2022年6月 291.9/ｺ/22

ナザレンコ アンドリー

204/ﾌ

ワック
集英社クリエイティブ

ＳＢクリエイティブ
サンクチュアリ出版

作品社
労働調査会
文藝春秋
筑摩書房
筑摩書房
チャイルド社
海風社
平凡社

2022年5月 319.3/ﾅ
2022年4月 327.1/ｼﾞ
2022年4月 329.3/ｼ
2022年4月 338.1/ﾌ
2022年4月 361.4/ﾉ
2022年5月 361.4/ﾕ
2022年4月

366.3/ｳ/ﾐｽﾞ

2022年5月 367.3/ｼ
2022年5月 369/ｼ
2022年4月 375.4/ｻ
2022年5月 376.1/ｺ
2022年4月 378.5/ｶ
2022年3月 383.3/ｲ

文一総合出版 2022年4月 450.9/ｻ
2022年5月 481.7/ﾓ
緑書房

海と月社

2022年5月 519/ｸﾞ

三五館シンシャ 2022年6月

520.9/ﾔ

小島 真也

523.3/ﾅ
2022年5月 527/ﾁ
平凡社
技術評論社 2022年5月 547.8/ｺ

たこなお文具堂
天野 彬

世界文化ブックス

小さな平屋に暮らす もしも私が家を建てるなら。 別冊太陽スペシャル

日本オリンピック委員会公式写真集 北京オリンピックＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ ２０２２

ＣＡＲ ＣＡＭＰＩＮＧ アウトドアを楽しむための車中泊
ゼロから始める渓流釣り入門 イラストと写真で基礎から解説
春の心臓 乙女の本棚
電子の社会
まだまだ身の下相談にお答えします
お江戸暮らし 杉浦日向子エッセンス
人類は何を失いつつあるのか
小説の読み方
楽しみ上手は老い上手
金の妬心（としん） 日雇い浪人生活録 １３
狂う潮（うしお） 新・酔いどれ小籐次 ２３
最終標的 所轄魂
異世界居酒屋「のぶ」 ７杯目
ＪＫ
リアルの私はどこにいる？

2022年4月 190.4/ﾊ

地球の歩き方 2022年5月 291.9/ﾖ
2022年5月 319.1/ﾌ
創元社

デイビッド Ｔ．ジョンソン 他 岩波書店

白川 優子
ド文系女子の株の達人が教える世界一楽しい！会社四季報の読み方 藤川 里絵
２度目の会話が続きません
野口 敏
ジョゼフ Ｅ ユージンスキ
陰謀論入門 誰が、なぜ信じるのか？
育児介護休業・休業給付取得ガイドブック 出産・育児・介護の支援のための
上野 香織 他
スポーツ毒親 暴力・性虐待になぜわが子を差し出すのか
島沢 優子
ヤングケアラーってなんだろう
澁谷 智子
こんなに変わった理科教科書
左巻 健男
とことんエノコログサあそび 手先をたっぷり使う２１アイデア＋あそび 小松 つよし
こどもの吃音症状を悪化させないためにできること
堅田 利明
具体的な支援の実践例と解説
アイヌのビーズ 美と祈りの二万年
池谷 和信∥編
佐渡ジオパーク推進協議会∥編
よくわかる佐渡ジオパーク 自然とひとの暮らし
ウソをつく生きものたち
森 由民
希望の教室
ジェーン グドール 他
住宅営業マンぺこぺこ日記
屋敷 康蔵
「今月２件５０００万！」死にもの狂いでノルマこなします
西洋の名建築がわかる七つの鑑賞術
中島 智章
世界一わかりやすい動画制作の教科書
企画書づくりから撮影技術の基礎、編集と公開まで
こども文房具 好きな文房具なら、勉強は楽しくなる。 ２０２２
新世代のビジネスはスマホの中から生まれる
ショートムービー時代のＳＮＳマーケティング

文藝春秋

2022年5月 007.6/ﾊ
2022年5月 141.2/ｲ

橋爪 大三郎
ニーアル ファーガソン

日米同盟・最後のリスク なぜ米軍のミサイルが日本に配備されるのか 布施 祐仁

「戦後再発見」双書 10
プーチンの戦争
検察審査会 日本の刑事司法を変えるか
紛争地のポートレート 「国境なき医師団」看護師が出会った人々

慶應義塾大学出版会
日経ＢＰ日本経済新聞出版

Ｗ．Ｂ．イェイツ
松岡 正剛
上野 千鶴子
杉浦 日向子
山極 寿一 他
平野 啓一郎
岸本 葉子
上田 秀人
佐伯 泰英
笹本 稜平
蝉川 夏哉
松岡 圭祐
森 博嗣

エクスナレッジ 2022年5月

扶桑社

2022年5月 589.7/ﾀ
2022年4月 675/ｱ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

2022年4月 780.6/ﾆ/22
アフロ
山と溪谷社 2022年4月 786.3/ｶ
コスミック出版 2022年3月 787.1/ｾﾞ
2022年4月 933.7/ｲ
立東舎
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 B019/ﾏ
朝日新聞出版 2022年5月 B159/ｳ
2022年5月 B210/ｽ
筑摩書房
朝日新聞出版 2022年5月 B469/ﾔ
ＰＨＰ研究所 2022年5月 B902/ﾋ
中央公論新社 2022年4月 B914/ｷ
角川春樹事務所 2022年5月 BF/ｳｴ/13

文藝春秋
徳間書店
宝島社

2022年6月 BF/ｻｴ/23
2022年5月 BF/ｻｻ
2022年6月 BF/ｾﾐ/7

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 BF/ﾏﾂ

講談社

2022年4月 BF/ﾓﾘ

午前０時の身代金
夢をかなえるゾウ ０ ガネーシャと夢を食べるバク
宮本常一 人間の生涯は発見の歴史であるべし
やまぐちの天気余報

京橋 史織
水野 敬也

新潮社
文響社

2022年3月 F/ｷﾖ
2022年5月 F/ﾐｽﾞ

ミネルヴァ書房 2022年5月 Y289/ﾐ

山本 昇治

山口放送

2022年5月 Y451/ﾔ

小島 なお
松浦 徹平
氏田 雄介 他

2022年4月 S911/ｺ
岩波書店
2022年5月 SB376/ﾏ
文芸社
ワニブックス 2022年5月 SF/ｳｼﾞ

ジェシカ サンダーズ
勝丸 恭子
勝丸 恭子
勝丸 恭子
勝丸 恭子
諏訪 久子

すばる舎
小峰書店
小峰書店
小峰書店
小峰書店
世界文化社

2022年4月 36/ｻ
2022年4月 45/ｶ/1

成山堂書店
技術評論社
学研プラス
学研プラス
日経ＢＰ

2022年4月 46/ｳ
2022年5月 46/ﾅ

〈ティーンズ〉

短歌部、ただいま部員募集中！
学校行くの嫌だ
空白小説 書き出しと結びが決まっているショートショート

〈児童〉

男の子は強くなきゃだめ？
気象予報士に挑戦！お天気クイズ 天気のことば・ことわざ １
気象予報士に挑戦！お天気クイズ 天気のしくみと生き物 ２
気象予報士に挑戦！お天気クイズ 日本の天気・気象災害 ３
気象予報士に挑戦！お天気クイズ 世界の気象とふしぎ ４
宝石のひみつ図鑑

2022年4月 45/ｶ/2
2022年4月 45/ｶ/3
2022年4月 45/ｶ/4
2022年5月 45/ｽ

地球のキセキ、大研究！ 科学・歴史・文化を楽しみながら学べる宝石図鑑の決定版！

海辺の生きもの図鑑
ずかん はたらく微生物 見ながら学習調べてなっとく
はな ひとりでよめるずかん ２２５しゅるい！ 対象年齢３～６歳
どうぶつ ひとりでよめるずかん ２６５しゅるい！ 対象年齢３～６歳
サイバーセキュリティー会社図鑑 未来をつくる仕事がここにある
はっこう 地球は微生物でいっぱい
まるみちゃんとうさぎくん
本好きの下剋上 第２部〔５〕
名探偵コナン 警察セレクション 命がけの刑事たち（ポリス）
おかげさまで名探偵
ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック
はりねずみのノート屋さん
おとうさんのぼり
ジェニーのぼうし
のせのせ せーの！
ライラックどおりのおひるごはん みんなでたべたいせかいのレシピ
た
しま
ことばコレクター

中島 春紫

2022年4月 47/ﾊ
2022年4月 48/ﾄﾞ
2022年4月 54/ｻ

小川 忠博
大前 粟生
香月 美夜
酒井 匙
杉山 亮
杉山 亮
ななもり さちこ
北村 裕花
エズラ ジャック キーツ
くの まり
フェリシタ サラ
田島 征三
マルク ヤンセン
ピーター レイノルズ

あすなろ書房 2022年4月 58/ｵ

ＢＬ出版
佼成出版社
福音館書店
ほるぷ出版

2022年5月 E/ｻ
2022年4月 E/ﾀ

ＮｉｚｉＵ∥唄

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅｌｓ

2021年11月

深町 秋生

新潮社

2022年5月 BF/ﾌｶ/2

ポプラ社
ＴＯブックス
小学館
偕成社
偕成社
福音館書店
学研プラス
好学社

2022年3月 91/ｵ
2022年6月 91/ｶ
2022年4月 91/ｻ
2022年6月 91/ｽ
2022年6月 91/ｽ
2022年5月 91/ﾅ
2022年4月 E/ｷ
2022年5月 E/ｷ

ブロンズ新社 2022年4月 E/ｸ

2022年5月 E/ﾔ
2022年5月 E/ﾚ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

Ｕ

CD131/ﾆ

〈赤崎分館〉

ブラッディ・ファミリー 警視庁人事一課監察係黒滝誠治

＊ 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 （７/１６～７/２２）

2022年7月23日作成

◇中央図書館
〈一般〉

かれが最後に書いた本
沖縄復帰５０年 定点観測者としての通信社
史伝 北条政子 鎌倉幕府を導いた尼将軍
おいしい道の駅ドライブ中国・四国 〔２０２２〕 まっぷるマガジン
おいしい道の駅ドライブ九州 山口 〔２０２２〕 まっぷるマガジン
ロシア点描 まちかどから見るプーチン帝国の素顔
台湾が目指す民主主義 強権中国への対立軸
プーチン政権の闇 チェチェンからウクライナまで
内部告発のケーススタディから読み解く組織の現実
改正公益通報者保護法で何が変わるのか
あなたが変える裁判員制度
市民からみた司法参加の現在 増補改訂版
世界少子化考 子供が増えれば幸せなのか
会議カイゼン 脱！沈黙会議 明日の会議をガラリと変える！！

津野 海太郎

新潮社

2022年3月 019.9/ﾂ

新聞通信調査会（他）∥編著 新聞通信調査会 2022年4月 219.9/ｼ

山本 みなみ

ＮＨＫ出版
昭文社
昭文社
ＰＨＰ研究所
大月書店
高文研

2022年5月 289.1/ﾎ
2022年7月 291.7/ｵ/22
2022年7月 291.9/ｵ/22

小泉 悠
石田 耕一郎
林 克明
奥山 俊宏

朝日新聞出版 2022年4月 327/ｵ

大城 聡（他）

同時代社

毎日新聞取材班
高尾 英正
世界一面白くてお金になる経済講座 知識ゼロからはじめる投資のコツ 南 祐貴
映画を早送りで観る人たち
稲田 豊史
ファスト映画・ネタバレ－コンテンツ消費の現在形
これ１冊ですっきりわかる！年金のしくみともらい方 ２２－２３年版 小林 労務
不倫と正義
中野 信子（他）
今とこれからがわかるはじめてのＬＧＢＴ入門
清水 展人
介護事業所・施設の選び方が本当にわかる本
福岡 浩
プロの調査員が教える！ 改訂版
子どものための居場所論 異なることが豊かさになる
阿比留 久美
人間と比べてわかる動物のスゴい耳図鑑
川崎 悟司
カニの歌を聴け ハクセンシオマネキの恋の駆け引き 新・動物記 竹下 文雄
世界のサメ大全
めかぶ
サメ愛好家が全身全霊をささげて描いたサメ図鑑 全１２５種！
甲状腺の病気といわれたら バセドウ病・橋本病・甲状腺腫瘍
西川 光重（他）∥編著
〈弥永式〉パニック発作が起こらなくなってくる本
弥永 英晃
カリスマ心理カウンセラーが明かす
図解でよくわかる 今すぐできる認トレで認知症は予防できる
広川 慶裕
日本がんサポーティブケア学会∥編
がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック
コロナとの死闘
西村 康稔
世界の終わりを先延ばしするためのアイディア
アイウトン クレナッキ
人新世という大惨事の中で
ＥＶシフトの危険な未来 間違いだらけの脱炭素政策
藤村 俊夫
メタバースとＷｅｂ３
國光 宏尚
「私に本当に合う化粧品」の選び方事典
小西 さやか
乾燥・シミ・毛穴・ニキビ・シワを最短で解決！
ツツジの文化誌
リチャード ミルン
コツメカワウソ研究会∥編著
カワウソをよく知るための本
福島菊次郎 あざなえる記憶
那須 圭子
日本アニメ史 手塚治虫、宮崎駿、庵野秀明、新海誠らの１００年 津堅 信之
鎌倉殿の１３人 後編
パラグライダー＆パラモーター入門
鳥になってみよう。開放感ＭＡＸ！！
超ゼロから始める釣り入門
西野 弘章
マンガと写真で、人気の釣り方からおいしい食べ方までわかる！

2022年5月 302.3/ｺ
2022年5月 312.2/ｲ
2022年5月 312.3/ﾊ

2022年4月 327.6/ｵ

毎日新聞出版 2022年4月 334.3/ﾏ

ぱる出版

2022年6月 336.1/ﾀ

ダイヤモンド社 2022年3月 338.1/ﾐ

光文社

2022年4月 361.5/ｲ

ナツメ社
新潮社
主婦の友社
自由国民社

2022年5月 364.6/ｺ/22
2022年4月 367.4/ﾅ
2022年5月 367.9/ｼ
2022年4月 369.2/ﾌ

かもがわ出版 2022年5月
2022年5月
宝島社
京都大学学術出版会 2022年4月
ＳＢクリエイティブ 2022年5月

ＮＨＫ出版
大和出版

370.4/ｱ
481.1/ｶ
485.3/ﾀ
487.5/ﾒ

2022年4月 493.49/ﾆ
2022年4月 493.74/ﾔ

河出書房新社 2022年5月 493.75/ﾋ

小学館
幻冬舎

2022年4月 494.5/ﾆ
2022年5月 498.6/ﾆ

中央公論新社 2022年4月 519/ｸ
2022年4月 537.2/ﾌ
インプレス 2022年4月 548/ｸ
主婦の友社 2022年4月 595.5/ｺ

日経ＢＰマーケティング

原書房

2022年4月 627.7/ﾐ

グラフィック社 2022年5月 645.9/ｺ
かもがわ出版 2022年5月 740.2/ﾌ
中央公論新社 2022年4月 778.7/ﾂ

ＮＨＫ出版 2022年6月 778.8/ｶ
イカロス出版 2022年5月 782.9/ﾊﾟ
山と渓谷社

2022年6月 787.1/ﾆ

のんびり読んで、すんなり身につくいちばんやさしい短歌
妻はサバイバー
シャギー・ベイン
あの図書館の彼女たち
白川静 漢字の世界観
仕立屋お竜
京都伏見のあやかし甘味帖 神無月のるすばん七福神 〔８〕
浮世小路の姉妹
呉・広島ダブル殺人事件 十津川警部
コンクールシェフ！ Ａｌｌｅｚ ｃｕｉｓｉｎｅ！
砂嵐に星屑
猫弁と幽霊屋敷
広重ぶるう
爆弾
〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶
競争の番人
二重らせんのスイッチ
Ｎ／Ａ（エヌエー）
夜に星を放つ

横山 未来子
永田 豊隆
ダグラス スチュアート

日本文芸社 2022年6月 911.1/ﾖ
朝日新聞出版 2022年4月 916/ﾅ

松岡 正剛
岡本 さとる
柏 てん
佐伯 泰英
西村 京太郎
五十嵐 貴久
一穂 ミチ
大山 淳子
梶 よう子
呉 勝浩
小路 幸也
新川 帆立
辻堂 ゆめ
年森 瑛
窪 美澄

早川書房
東京創元社
平凡社
文藝春秋
宝島社
光文社
双葉社
講談社
幻冬舎
講談社
新潮社
講談社
光文社
講談社
祥伝社
文藝春秋
文藝春秋

いぬじゅん

スターツ出版 2022年3月 SBF/ｲﾇ

新城 俊昭∥監修
新城 俊昭∥監修

汐文社
汐文社

2022年2月 21/ｲ/1

新城 俊昭∥監修

汐文社

2022年3月 21/ｲ/3

洪 鐘賢∥絵
嶺重 慎
斉田 季実治
雨宮 尚子

朝日新聞出版 2022年5月 40/ｼﾞ/41

斎藤 茂太

さくら舎

ジャネット スケスリン チャールズ

2022年4月 933.7/ｽ
2022年4月 933.7/ｽ
2022年4月 B821/ﾏ
2022年6月 BF/ｵｶ
2022年5月 BF/ｶｼ/8
2022年6月 BF/ｻｴ
2022年5月 BF/ﾆｼ
2022年3月 F/ｲｶﾞ
2022年2月 F/ｲﾁ
2022年5月 F/ｵｵ
2022年5月 F/ｶｼﾞ
2022年4月 F/ｺﾞ
2022年5月 F/ｼﾖ
2022年5月 F/ｼﾝ
2022年4月 F/ﾂｼﾞ
2022年6月 F/ﾄｼ
2022年5月 F/ｸﾎﾞ

〈ティーンズ〉

君のいない世界に、あの日の流星が降る
〈児童〉

いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道 琉球・沖縄の歴史 １
いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道
沖縄に残る戦争遺跡と米軍基地 ２
いまこそ知りたい！沖縄が歩んだ道
世界遺産になった沖縄の文化と自然 ３
実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ４１
ブラックホールってなんだろう？
空を見上げてわかること 身近だけど知らない気象予報士
むしのずかん ものしりあいうえお
みつけたよ！ だんごむし
こちらムシムシ新聞社 ギタイは天敵がつくる？
空想科学昆虫図鑑 もし虫が人間の大きさだったら？
いのちのバトンをつなぎたい 世界の子どもの３人に１人は栄養不良
世界の市場 おいしい！たのしい！２４のまちでお買いもの
空飛ぶのらネコ探検隊 ９ まぼろし島のドードー
映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝
生まれかわりのポオ
おふろがでまーす
ちゃぷちゃぷぷーん
くみたて
だいすき
てるてるぼうずさん
ペネロペ ママがだーいすき
ピヤキのママ
戦争が町にやってくる
いただきますのおやくそくだもの

2022年3月 21/ｲ/2

福音館書店 2022年6月 44/ﾐ
ＰＨＰ研究所 2022年4月 45/ｻ
2022年4月 48/ｱ
白泉社
チャイルド本社 2022年5月 48/ﾐ
2022年5月 48/ﾐ
三輪 一雄∥作・絵
偕成社
2022年5月 48/ﾔ
柳田 理科雄
西東社
ワールド ビジョン ジャパン∥編著 合同出版
2022年4月 61/ﾜ
河出書房新社 2022年5月 67/ﾊﾞ
マリヤ バーハレワ
2022年5月 91/ｵ/9
大原 興三郎
文溪堂
2022年4月 91/ﾏ
蒔田 陽平∥ノベライズ 双葉社
2022年6月 91/ﾓ
森 絵都
金の星社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 E/ｱ
ａｃｃｏｔｏｔｏ
及川 賢治
福音館書店 2022年6月 E/ｵ
田中 達也
福音館書店 2022年6月 E/ﾀ
チャイルド本社 2022年5月 E/ﾄ
とよた かずひこ
2022年5月 E/ﾆ
西村 敏雄
白泉社
ゲオルグ ハレンスレーベン 岩崎書店
2022年5月 E/ﾊ
2022年5月 E/ﾍﾟ
ブロンズ新社
ペク ヒナ
ブロンズ新社 2022年6月 E/ﾛ
ロマナ ロマニーシン
わたなべ あや
あかね書房 2022年5月 E/ﾜ

〈高千帆分館〉

折れない心をつくるいい言葉 モタさんのワンポイントアドバイス

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2022年1月 159.8/ｻ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （７/２３～７/２９）

2022年7月30日作成

◇中央図書館
〈一般〉

伝わるメモは図解が９割！
一冊の絵本が子どもを変える こんなときには，こんな絵本を
ＳＮＳ時代の幸福論 ヘルタースケルターにならないための生き方
気にしない練習
なぜ人類は戦争で文化破壊を繰り返すのか
ここまで解けた縄文・弥生という時代
大前研一 世界の潮流 ２０２２～２３スペシャル
ミャンマー「民主化」を問い直す ポピュリズムを越えて
日本共産党 「革命」を夢見た１００年
日本の領土と国境 尖閣・竹島・北方四島問題を解決する
僕に方程式を教えてください 少年院の数学教室
ＳＤＧｓとは何か？ 続 ＳＤＧｓとポストコロナの経済・経営
超没入 メールやチャットに邪魔されない、働き方の正解
なぜ「弱い」チームがうまくいくのか 守り・守られる働き方のすすめ
これだけは知っておきたい「為替」の基本と常識
円高・円安のしくみから外貨で稼ぐ方法まで！
マスク時代リモート時代の〈新〉コミュニケーション
老～い、どん！ ２ どっこい生きてる９０歳
もらえる！借りる！奨学金の完全活用ガイド
読んで得する知って納得１２７のＱ＆Ａ
ＩＣＴを使って保育を豊かに ワクワクがつながる＆広がる２８の実践
叱らない子育て アドラー心理学に学ぶ対等な親子関係 改訂版
福を呼ぶ四季の習慣
小さな日本の行事 開運、良縁成就、邪気祓いなどに
科学名著図鑑 一生ものの教養が身につく厳選の名作１４２冊
ダマして生きのびる虫の擬態
「副作用死」ゼロの真実 ここまでわかった“ウィズコロナ”の未来像
フォトリアルＣＧで見る世界のＳＤＧｓスマートシティ
船の仕事 海の仕事
かわいい布ぞうり 改訂版
赤ちゃんがぜ～んぶ食べる！ベスト離乳食２８８
地域おこし協力隊の強化書 １２人の奮闘から学ぶ
築地市場の人々 最後の二年間を撮る
音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む
一流の言いかえ 「ふつうの人」を「品のいい人」に変える
「中級」「上級」の日本語を日本語で学ぶ辞典
消えた歌の風景 ＰＡＲＴ１ 懐かしい２１の童謡・唱歌
消えた歌の風景 ＰＡＲＴ２ 懐かしい２１の童謡・唱歌
それでも日々はつづくから
小泉八雲 日本の霊性を求めて
夜の少年 ローラン
共感ＳＮＳ ｷｮｳｶﾝ SNS 丸く尖る発信で仕事を創る
料理 沖縄物語
浅見家四重想 須美ちゃんは名探偵！？
小説 バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版
異人館画廊 〔７〕 星灯る夜をきみに捧ぐ
たそがれの侵入者
喜べ、幸いなる魂よ
任侠ショコラティエ
女人入眼（にょにんじゅげん）
スパイコードＷ
花屋さんが言うことには
海蝶 〔２〕 鎮魂のダイブ

泉 收
多賀 一郎
愛沢 えみり
名取 芳彦
ロバート ベヴァン
山岸 良二
大前 研一
山口 健介
中北 浩爾
山田 吉彦
髙橋 一雄
安藤 顯
カル ニューポート
今中 博之
中野 博幸

自由国民社 2022年5月 002.7/ｲ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
2022年5月 019.5/ﾀ
黎明書房
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 159.6/ｱ
2022年1月 188.5/ﾅ
三笠書房
2022年2月 209.7/ﾍﾞ
原書房
河出書房新社 2022年5月 210.2/ﾔ
プレジデント社 2022年6月 304/ｵ
ＮＨＫ出版 2022年5月 312.2/ﾔ
中央公論新社 2022年5月 315.1/ﾅ
2022年5月 319.1/ﾔ
育鵬社
2022年3月 327.8/ﾀ
集英社
2022年5月 331/ｱ/2
三和書籍
2022年5月 336.2/ﾆ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
早川書房
2022年4月 336.3/ｲ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ
晶文社
フォレスト出版 2022年5月 338.9/ﾅ

竹内 一郎
樋口 恵子
久米 忠史 他

春陽堂書店 2022年4月 361.4/ﾀ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
婦人之友社 2022年4月 367.7/ﾋ/2
2022年5月 373.4/ｸ/22
合同出版

秋田 喜代美 他∥編著 中央法規出版 2022年6月 376.1/ｱ
岸見 一郎
学研プラス 2022年5月 379.9/ｷ
本間 美加子
主婦の友社 2022年5月 386.1/ﾎ
ニュートンプレス 2022年6月

海野 和男
近藤 誠
エリン グリフィス
伊藤 玄二郎∥編
はんだ えりこ
上田 玲子∥監修
畠田 千鶴∥監修
山下 倫一
川原 繁人
諏内 えみ
松田 浩志 他
内館 牧子
内館 牧子
燃え殻
池田 雅之∥監修

草思社
ビジネス社
原書房

403.1/ｶ

2022年6月 486.1/ｳ
2022年6月 493.8/ｺ
2022年4月 518.8/ｸﾞ

全日本海員組合 2022年5月

557/ｲ

ブティック社 2022年6月 594.9/ﾊ/ｼﾛ
主婦の友社 2022年6月 599.3/ｱ

ビジネス社
国書刊行会
朝日出版社
光文社
研究社
清流出版
清流出版
新潮社
平凡社
ローラン プティマンジャン 早川書房
ゆうこす
幻冬舎
古波蔵 保好
講談社
内田康夫財団事務局
光文社
たかせ しゅうほう
宝島社
谷 瑞恵
集英社
赤川 次郎
双葉社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
佐藤 亜紀
新堂 冬樹
双葉社
中央公論新社
永井 紗耶子
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
福田 和代
山本 幸久
ポプラ社
吉川 英梨
講談社

2022年6月 601.1/ﾁ
2022年5月 675.5/ﾔ
2022年5月 801.1/ｶ
2022年4月 809.2/ｽ
2022年5月 810.7/ﾏ
2022年3月 911.5/ｳ/1
2022年5月 911.5/ｳ/2
2022年4月 914.6/ﾓ
2022年6月 930.2/ﾊ
2022年5月 953.7/ﾌﾟ
2022年5月 B547/ﾕ
2022年5月 B596/ｺ
2022年5月 BF/ｳﾁ
2022年5月 BF/ﾀｶ
2022年6月 BF/ﾀﾆ/7
2022年5月 F/ｱｶ
2022年3月 F/ｻﾄ
2022年5月 F/ｼﾝ
2022年4月 F/ﾅｶﾞ
2022年5月 F/ﾌｸ
2022年3月 F/ﾔﾏ
2022年4月 F/ﾖｼ/2

〈ティーンズ〉

大人になる前に知ってほしい生きるために必要な「法律」のはなし
歯学部 中高生のための学部選びガイド
太陽の末裔 上
太陽の末裔 下
１３枚のピンぼけ写真
心霊探偵八雲 Ｓｈｏｒｔ Ｓｔｏｒｉｅｓ
おいしいコーヒーのいれ方 Ｓｅｃｏｎｄ Ｓｅａｓｏｎ アナザーストーリー

木村 真実 他∥監修
橋口 佐紀子
ソン ヒョンキョン
ソン ヒョンキョン
キアラ カルミナーティ
神永 学
村山 由佳

ナツメ社
ぺりかん社
学研プラス
学研プラス
岩波書店

2022年5月 S320/ｵ
2022年5月 S376/ﾊ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

集英社

2022年5月 SF/ﾑﾗ

岩崎書店

2022年1月 31/ﾐ/1

岩崎書店

2022年1月 31/ﾐ/2

岩崎書店

2022年1月 31/ﾐ/3

岩崎書店

2022年2月 31/ﾐ/4

岩崎書店

2022年2月 31/ﾐ/5

あかね書房
あかね書房
あかね書房
講談社
偕成社
ポプラ社

2022年4月 58/ｼ/1
2022年4月 58/ｼ/2

2022年5月 S929/ｿ
2022年5月 S929/ｿ

2022年3月 S973/ｶ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 SBF/ｶﾐ

〈児童〉

未来をつくる！あたらしい平和学習
１ 平和学習をはじめよう
未来をつくる！あたらしい平和学習
２ 文学・芸術でふれあう平和学習
未来をつくる！あたらしい平和学習
３ まちに出て平和学習
未来をつくる！あたらしい平和学習
４ 修学旅行での平和学習
未来をつくる！あたらしい平和学習
５ 平和のための国際連合
食品ロス １ 食品ロスについて学ぼう！
食品ロス ２ 食品ロスをなくすには？
食品ロス ３ ごみ置き場から見た食品ロス
小梅の七つのお祝いに
カメレオンのレオン ないしょの五日間
ももちゃんのピアノ 沖縄戦・ひめゆり学徒の物語
きりんのまいにち
怪盗クイーン 楽園の名画を追え
かみさまのベビーシッター ２ ライバルはあかちゃん！
あそび室の日曜日 町長さんのアイドルコンテスト
はぶらしくんとコップちゃん
はだしであるく
ふしぎなかさやさん
でんでんでんしゃ
おふろのなかのジャングルたんけん
へんしん うみのいきもの

愛川 美也
岡田 淳
柴田 昌平
二宮 由紀子
はやみね かおる
廣嶋 玲子
村上 しいこ
新井 洋行
石川 えりこ
たなか 鮎子
ひがし ちから
まつおか たつひで
三浦 太郎

2022年4月 58/ｼ/3
2022年4月 91/ｱ
2022年5月 91/ｵ
2022年5月 91/ｼ

光村図書出版 2022年5月 91/ﾆ
2022年5月 91/ﾊ
講談社

理論社
講談社

2022年5月 91/ﾋ/2
2022年5月 91/ﾑ

チャイルド本社 2022年6月 E/ｱ

あすなろ書房 2022年7月 E/ｲ

講談社

2022年5月 E/ﾀ
チャイルド本社 2022年6月 E/ﾋ
2022年6月 E/ﾏ
童心社
ほるぷ出版 2022年5月 E/ﾐ

〈ＣＤ・ＤＶＤ〉

劇場アニメ 君の膵臓をたべたい

高杉 真宙∥キャスト

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

Ａｎｉｐｌｅｘ Ｉｎｃ． 1905年7月 DVｱﾆ/ｷﾐ

