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◇中央図書館

〈一般〉

伝わるメモは図解が９割！ 泉  收 自由国民社 2022年5月 002.7/ｲ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

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 多賀  一郎 黎明書房 2022年5月 019.5/ﾀ

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 愛沢  えみり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 159.6/ｱ

気にしない練習 名取  芳彦 三笠書房 2022年1月 188.5/ﾅ

なぜ人類は戦争で文化破壊を繰り返すのか ロバート  ベヴァン 原書房 2022年2月 209.7/ﾍﾞ

ここまで解けた縄文・弥生という時代 山岸  良二 河出書房新社 2022年5月 210.2/ﾔ

大前研一  世界の潮流  ２０２２～２３スペシャル 大前  研一 プレジデント社 2022年6月 304/ｵ

ミャンマー「民主化」を問い直す ポピュリズムを越えて 山口  健介 ＮＨＫ出版 2022年5月 312.2/ﾔ

日本共産党 「革命」を夢見た１００年 中北  浩爾 中央公論新社 2022年5月 315.1/ﾅ

日本の領土と国境 尖閣・竹島・北方四島問題を解決する 山田  吉彦 育鵬社 2022年5月 319.1/ﾔ

僕に方程式を教えてください 少年院の数学教室 髙橋  一雄 集英社 2022年3月 327.8/ﾀ

ＳＤＧｓとは何か？ 続 ＳＤＧｓとポストコロナの経済・経営 安藤  顯 三和書籍 2022年5月 331/ｱ/2

超没入 メールやチャットに邪魔されない、働き方の正解 カル  ニューポート 早川書房 2022年5月 336.2/ﾆ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

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 今中  博之 晶文社 2022年4月 336.3/ｲ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

これだけは知っておきたい「為替」の基本と常識 中野  博幸 フォレスト出版 2022年5月 338.9/ﾅ

  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 竹内  一郎 春陽堂書店 2022年4月 361.4/ﾀ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

老～い、どん！ ２ どっこい生きてる９０歳 樋口  恵子 婦人之友社 2022年4月 367.7/ﾋ/2

もらえる！借りる！奨学金の完全活用ガイド 久米  忠史　他 合同出版 2022年5月 373.4/ｸ/22

  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 秋田  喜代美　他∥編著 中央法規出版 2022年6月 376.1/ｱ

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 岸見  一郎 学研プラス 2022年5月 379.9/ｷ

福を呼ぶ四季の習慣  本間  美加子 主婦の友社 2022年5月 386.1/ﾎ

  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 ニュートンプレス 2022年6月 403.1/ｶ

ダマして生きのびる虫の擬態 海野  和男 草思社 2022年6月 486.1/ｳ

「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 近藤  誠 ビジネス社 2022年6月 493.8/ｺ

フォトリアルＣＧで見る世界のＳＤＧｓスマートシティ エリン  グリフィス 原書房 2022年4月 518.8/ｸﾞ

船の仕事  海の仕事 伊藤  玄二郎∥編 全日本海員組合 2022年5月 557/ｲ

かわいい布ぞうり  改訂版 はんだ  えりこ ブティック社 2022年6月 594.9/ﾊ/ｼﾛ

赤ちゃんがぜ～んぶ食べる！ベスト離乳食２８８ 上田  玲子∥監修 主婦の友社 2022年6月 599.3/ｱ

地域おこし協力隊の強化書 １２人の奮闘から学ぶ 畠田  千鶴∥監修 ビジネス社 2022年6月 601.1/ﾁ

築地市場の人々 最後の二年間を撮る 山下  倫一 国書刊行会 2022年5月 675.5/ﾔ

音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 川原  繁人 朝日出版社 2022年5月 801.1/ｶ

一流の言いかえ 「ふつうの人」を「品のいい人」に変える 諏内  えみ 光文社 2022年4月 809.2/ｽ

「中級」「上級」の日本語を日本語で学ぶ辞典 松田  浩志　他 研究社 2022年5月 810.7/ﾏ

消えた歌の風景 ＰＡＲＴ１ 懐かしい２１の童謡・唱歌 内館  牧子 清流出版 2022年3月 911.5/ｳ/1

消えた歌の風景 ＰＡＲＴ２ 懐かしい２１の童謡・唱歌 内館  牧子 清流出版 2022年5月 911.5/ｳ/2

それでも日々はつづくから 燃え殻 新潮社 2022年4月 914.6/ﾓ

小泉八雲 日本の霊性を求めて 池田  雅之∥監修 平凡社 2022年6月 930.2/ﾊ

夜の少年 ローラン ローラン  プティマンジャン 早川書房 2022年5月 953.7/ﾌﾟ

共感ＳＮＳ ｷｮｳｶﾝ SNS 丸く尖る発信で仕事を創る ゆうこす 幻冬舎 2022年5月 B547/ﾕ

料理  沖縄物語 古波蔵  保好 講談社 2022年5月 B596/ｺ

浅見家四重想 須美ちゃんは名探偵！？ 内田康夫財団事務局 光文社 2022年5月 BF/ｳﾁ

小説  バスカヴィル家の犬  シャーロック劇場版 たかせ  しゅうほう 宝島社 2022年5月 BF/ﾀｶ

異人館画廊 〔７〕 星灯る夜をきみに捧ぐ 谷  瑞恵 集英社 2022年6月 BF/ﾀﾆ/7

たそがれの侵入者 赤川  次郎 双葉社 2022年5月 F/ｱｶ

喜べ、幸いなる魂よ 佐藤  亜紀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 F/ｻﾄ

任侠ショコラティエ 新堂  冬樹 双葉社 2022年5月 F/ｼﾝ

女人入眼（にょにんじゅげん） 永井  紗耶子 中央公論新社 2022年4月 F/ﾅｶﾞ

スパイコードＷ 福田  和代 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年5月 F/ﾌｸ

花屋さんが言うことには 山本  幸久 ポプラ社 2022年3月 F/ﾔﾏ

海蝶 〔２〕 鎮魂のダイブ 吉川  英梨 講談社 2022年4月 F/ﾖｼ/2

●新着資料リスト●



〈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 木村  真実　他∥監修 ナツメ社 2022年5月 S320/ｵ

歯学部 中高生のための学部選びガイド 橋口  佐紀子 ぺりかん社 2022年5月 S376/ﾊ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

太陽の末裔 上 ソン  ヒョンキョン 学研プラス 2022年5月 S929/ｿ

太陽の末裔 下 ソン  ヒョンキョン 学研プラス 2022年5月 S929/ｿ

１３枚のピンぼけ写真 キアラ  カルミナーティ 岩波書店 2022年3月 S973/ｶ

心霊探偵八雲  Ｓｈｏｒｔ  Ｓｔｏｒｉｅｓ 神永  学 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年2月 SBF/ｶﾐ

おいしいコーヒーのいれ方 Ｓｅｃｏｎｄ  Ｓｅａｓｏｎ  アナザーストーリー 村山  由佳 集英社 2022年5月 SF/ﾑﾗ

〈児童〉

未来をつくる！あたらしい平和学習 岩崎書店 2022年1月 31/ﾐ/1

  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 岩崎書店 2022年1月 31/ﾐ/2

  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 岩崎書店 2022年1月 31/ﾐ/3

  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 岩崎書店 2022年2月 31/ﾐ/4

  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 岩崎書店 2022年2月 31/ﾐ/5

  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！ あかね書房 2022年4月 58/ｼ/1

食品ロス ２ 食品ロスをなくすには？ あかね書房 2022年4月 58/ｼ/2

食品ロス ３ ごみ置き場から見た食品ロス あかね書房 2022年4月 58/ｼ/3

小梅の七つのお祝いに 愛川  美也 講談社 2022年4月 91/ｱ

カメレオンのレオン ないしょの五日間 岡田  淳 偕成社 2022年5月 91/ｵ

ももちゃんのピアノ 沖縄戦・ひめゆり学徒の物語 柴田  昌平 ポプラ社 2022年5月 91/ｼ

きりんのまいにち 二宮  由紀子 光村図書出版 2022年5月 91/ﾆ

怪盗クイーン  楽園の名画を追え はやみね  かおる 講談社 2022年5月 91/ﾊ

かみさまのベビーシッター ２ ライバルはあかちゃん！ 廣嶋  玲子 理論社 2022年5月 91/ﾋ/2

あそび室の日曜日 町長さんのアイドルコンテスト 村上  しいこ 講談社 2022年5月 91/ﾑ

はぶらしくんとコップちゃん 新井  洋行 チャイルド本社 2022年6月 E/ｱ

はだしであるく 石川  えりこ あすなろ書房 2022年7月 E/ｲ

ふしぎなかさやさん たなか  鮎子 講談社 2022年5月 E/ﾀ

でんでんでんしゃ ひがし  ちから チャイルド本社 2022年6月 E/ﾋ

おふろのなかのジャングルたんけん まつおか  たつひで 童心社 2022年6月 E/ﾏ

へんしん  うみのいきもの 三浦  太郎 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 Ａｎｉｐｌｅｘ  Ｉｎｃ． 1905年7月 DVｱﾆ/ｷﾐ

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


