●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （５/２８～６/３）

2022年6月4日作成

◇中央図書館
〈一般〉

アフガニスタン マスードが命を懸けた国
ハレム 女官と宦官たちの世界
音読したい偉人たちの最期のことば
物部氏 古代氏族の起源と盛衰
箱根 ’２３
広島・宮島 尾道・呉・しまなみ海道 ’２３
山口県道路地図 ５版
違和感ワンダーランド
３０分ファシリテーション 会議を進める技術
ＣＯＮＦＬＩＣＴＥＤ（コンフリクテッド） 衝突を成果に変える方法
お仕事六法 法律はあなたの味方 正社員ｖｅｒ．
話すことを選んだ女性たち ６０人の社会・性・家・自立・暴力
東大女子という生き方
平林先生、大人として恥ずかしくないマナーを教えてください。
ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ コロナ論 ５
産後骨盤ストレッチ 産前の体に戻る！
中山間地域ハンドブック
ヨーグルトの本
すごい「書き方」の超基本

長倉 洋海
小笠原 弘幸
齋藤 孝
篠川 賢

白水社
新潮社

2022年4月 227.1/ﾅ
2022年3月 227.4/ｵ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 281/ｻ

吉川弘文館
昭文社
昭文社
昭文社

松尾 貴史
前田 鎌利
イアン レズリー
光文社
横山 佳枝
あさ出版
アナスタシア ミコバ 他
秋山 千佳
文藝春秋
総合法令出版
平林 都
小林 よしのり
扶桑社
溝渕 博紀
白夜書房

2022年4月 288.3/ｼ
2022年2月 291.3/ﾊ/23
2022年4月 291.7/ﾋ/23
2022年4月 291.7/ﾔ

毎日新聞出版 2022年1月 304/ﾏ
2022年2月 336.1/ﾏ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
池田書店

日経ナショナルジオグラフィック社

農山漁村文化協会

向井 智香
平野 友朗

エムディエヌコーポレーション

徳間書店

2022年2月 361.3/ﾚ
2022年2月 366.1/ﾖ/ﾐｽﾞ
2022年3月 367.1/ﾐ
2022年3月 367.2/ｱ
2022年3月 385.9/ﾋ/ｸﾛ
2022年3月 498.6/ｺ/5
2022年3月 598.3/ﾐ
2022年3月 611.9/ﾁ
2022年4月 648.1/ﾑ
2022年3月 670.9/ﾋ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

速く、正しく、感じよく伝わる 添削数１万５０００通！メールのプロに学ぶ

ネットショップ、開店します。
はじめての開店準備から制作・運営・集客まで全部わかる
ＮＨＫの自立を求めて 「放送を語る会」の３０年
樹脂粘土でつくるとっておきのミニチュアスイーツ
教養として学んでおきたいクラシック音楽
「シティポップの基本」がこの１００枚でわかる！
スリルライフ 天才ではないが、天然でもない
漢字の語源図鑑 辞書より面白くてためになる
月曜日は水玉の犬
６Ｂの鉛筆で書く
人生の決算書
猫に教わる
ゆく川の流れは、動的平衡
老いの正体 認知症と友だち
ぼけますから、よろしくお願いします。おかえりお母さん
まぶしい海 故郷と、わたしと、東日本大震災
年年歳歳（ねんねんさいさい）
異常（アノマリー）
人生おろおろ 比呂美の万事ＯＫ
少年
決着の鬨（とき） 公家武者信平 １２
森の石松、社長になる
ヴィヨンの妻 大活字本シリーズ 太宰治
泣き虫先生
大村益次郎 全国を以て一大刀と為す

放送を語る会∥編
関口 真優
澤 和樹
栗本 斉
新庄 剛志
平山 三男
恩田 陸
五味 太郎
曽野 綾子
南木 佳士
福岡 伸一
森村 誠一
信友 直子
逢坂 みずき
ファン ジョンウン
エルヴェ ル テリエ
伊藤 比呂美
川端 康成
佐々木 裕一
室積 光
太宰 治
ねじめ 正一

エムディエヌコーポレーション

2022年3月 673.3/ﾈ/ｵﾚ

合同出版

2022年3月 699/ﾎ

河出書房新社 2022年3月 751.4/ｾ
マイナビ出版 2022年3月 762.3/ｻ

星海社

2022年2月 767.8/ｸ

マガジンハウス 2022年2月

かんき出版 2022年3月
2022年3月
筑摩書房
ブロンズ新社 2022年2月

文藝春秋
文藝春秋

2022年2月
2022年3月

朝日新聞出版 2022年3月
角川文化振興財団

2022年3月

新潮社
本の森

2022年3月
2022年1月

河出書房新社 2022年3月

早川書房
光文社
新潮社
講談社

2022年2月
2022年3月
2022年4月
2022年3月

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月

三和書籍

2022年4月

新日本出版社 2022年4月
ミネルヴァ書房 2022年3月

783.7/ｼ
811.2/ﾋ
914.6/ｵ
914.6/ｺﾞ
914.6/ｿ
914.6/ﾅ
914.6/ﾌ
914.6/ﾓ
916/ﾉ
918.6/ｵ
929.1/ﾌ
953.7/ﾙ
B914/ｲ
BF/ｶﾜ
BF/ｻｻ
BF/ﾑﾛ
DF/ﾀﾞｻﾞ
F/ﾈｼﾞ
Y289/ｵ

〈ティーンズ〉

陰陽屋桜舞う よろず占い処
香君（こうくん） 上 西から来た少女
香君（こうくん） 下 遥かな道
Ｄｉｓｎｅｙ ＴＷＩＳＴＥＤ－ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ Ｔｈｅ ＮＯＶＥＬ
ＥＰＩＳＯＤＥ１ 真紅の暴君

天野
上橋
上橋
日置

頌子
菜穂子
菜穂子
じゅん

ポプラ社
文藝春秋
文藝春秋

2022年4月 SBF/ｱﾏ
2022年3月 SF/ｳｴ

スクウェア・エニックス

2022年3月 SF/ｳｴ
2022年3月 SF/ﾋｵ

岩波書店
小峰書店

2022年2月 00/ﾀ
2022年3月 29/ﾆ/22

〈児童〉

１０代と考える「スマホ」 ネット・ゲームとかしこくつきあう
日本地理データ年鑑 ２０２２

竹内 和雄

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 30/ｺ

これから大人になる君たちへ 学校では教えてくれない未来を生き抜くヒント

こどもお金ルール
ドラえもん探究ワールド 身近にいっぱい！おどろきの化学
歌あそび
おにごっこ
なわとび
クスクスムシシを追いはらえ！
こぐまのクークものがたり ともだちと森のレストラン
モンスター・ホテルでろてんぶろ

高濱 正伸

カンゼン

藤子 Ｆ 不二雄∥まんが 小学館

伝承遊びを伝える会
伝承遊びを伝える会
伝承遊びを伝える会
赤羽 じゅんこ
かさい まり
柏葉 幸子
シオンの花言葉 パートナーシップで目標を達成しよう おはなしＳＤＧｓ 濱野 京子
明日香さんは負けない 人や国の不平等をなくそう おはなしＳＤＧｓ 福田 隆浩
げたばこかいぎ
村上 しいこ
ほっぺにちゅ！
新井 洋行
アフガニスタンのひみつの学校 ほんとうにあったおはなし
ジャネット ウィンター
ありんこトロッコ
おおい じゅんこ
いるいる！みずべのいきもの
鎌田 歩
ゆきちゃんは、ぼくのともだち！
武田 美穂

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

文溪堂
文溪堂
文溪堂
国土社

2022年3月 33/ﾀ
2022年3月 43/ﾌ
2022年3月 78/ﾃﾞ
2022年2月 78/ﾃﾞ
2022年3月 78/ﾃﾞ
2022年2月 91/ｱ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 91/ｶ

小峰書店
講談社
講談社
ＰＨＰ研究所
童心社
さ・え・ら書房
アリス館
教育画劇
童心社

2022年3月 91/ｶ
2022年2月 91/ﾊ
2022年2月 91/ﾌ
2022年3月 91/ﾑ
2022年3月 E/ｱ
2022年2月 E/ｳ
2022年3月 E/ｵ
2022年3月 E/ｶ
2022年3月 E/ﾀ

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本

（６/４～６/１０）

2022年6月11日作成

◇中央図書館
〈一般〉

学びの環境をデザインする学校図書館マネジメント
わかりあえない他者と生きる 差異と分断を乗り越える哲学
現代思想入門
共感の正体 つながりを生むのか、苦しみをもたらすのか
１日１話、読めば心が熱くなる３６５人の生き方の教科書
すごい神話 現代人のための神話学５３講
「前向きに生きる」ことに疲れたら読む本
お茶と権力 信長・利休・秀吉
経営者交代 ロッテ創業者はなぜ失敗したのか 重光武雄論 続
不思議の国ニッポン 海外メディアは見た
はじめて出会う中国 改訂版
副業・兼業制度導入・運用マニュアル
フリーランスなら必ず知っておきたい
お金の不安を解消する支援制度・税金の知識＆ノウハウ

野口 武悟∥編著
マルクス ガブリエル
千葉 雅也
山竹 伸二
藤尾 秀昭∥監修
沖田 瑞穂
南 直哉
田中 仙堂
松崎 隆司
クーリエ・ジャポン∥編
園田 茂人∥編
濱田 京子
瀬口 徹

2022年3月 017/ﾉ
悠光堂
ＰＨＰ研究所 2022年3月 104/ｶﾞ
2022年3月 130/ﾁ
講談社
河出書房新社 2022年3月 141.6/ﾔ
致知出版社 2022年3月 159.8/ｲ
2022年3月 164/ｵ
新潮社
2022年3月 188.8/ﾐ
アスコム
2022年2月 210.4/ﾀ
文藝春秋
ダイヤモンド社 2022年2月 289.2/ｼ
2022年2月 302.1/ｸ
講談社
2022年3月 302.2/ｿ
有斐閣
2022年3月 336.4/ﾊ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ
日本法令
2022年2月 336.9/ｾ/ﾐｽﾞ
同友館

１行思考 目的をたった３０文字書くだけですべての問題は解決する！ 中村 圭

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月

望まない孤独
失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック

扶桑社
小学館

大空 幸星
新聞労連ジェンダー表現ガイドブック編集チーム

2022年3月 367.1/ｼ

フェンスとバリケード 福島と沖縄 抵抗するジャーナリズムの現場から 三浦 英之

朝日新聞出版社 2022年3月

イラストでわかるＤＣＤの子どものサポートガイド
不器用さのある子の「できた！」が増える１３４のヒントと４５の知識
昆虫食の歴史
新・ビジュアル恐竜事典 恐竜の見た目，種類，生態がよくわかる
ラジオ深夜便 うたう生物学
食虫植物 進化の迷宮をゆく
ゲノムに聞け 最先端のウイルスとワクチンの科学
今だから知りたい新型コロナウイルス感染症治療薬
薬の登場でパンデミックは収まるのか？
終わらないコロナにどう立ち向かうか
コレぜ～んぶＵＤ（ユニバーサルデザイン）なんです！！
ＮＨＫ ８Ｋ 国宝へようこそ 迎賓館赤坂離宮
ＰＣパーツの選びかた 初めて挑戦する前に読む
エコでやさしい暮らし
身の丈暮らし。 「小さく暮らす」のが最適解！
耐熱ガラス容器で毎日ラクチンレシピ
土井善晴 一汁一菜の未来
中国茶で、おとな時間
スマホで困ったときに開く本 ２０２２－２０２３
Ａｎｄｒｏｉｄスマホ＆ｉＰｈｏｎｅ対応版
鏑木清方 市井に生きたまなざし

合同出版

『黒板アート』のアイデア事典 〈素材集め〉から〈制作〉までバッチリ！

僕の狂ったフェミ彼女
かくも甘き果実
暮らしのＳＤＧｓ術
天命 毛利元就武略十番勝負
人情江戸飛脚 ひとり長兵衛 〔２〕
髪追い 古道具屋皆塵堂 ９
心心（しんしん） 東京の星、上海の月
無明（むみょう） 警視庁強行犯係・樋口顕
白銀騎士団（シルバー・ナイツ）
人でなしの櫻
アルツ村
阿茶
ついでにジェントルメン

中井 昭夫∥編著

ジーナ ルイーズ ハンター 原書房

達雄
健児
祐輔
貴之

浅川 雅晴
伊藤 順子
ＮＨＫ「国宝へようこそ」制作班∥編著

Ｉ Ｏ編集部∥編

集英社
岩波書店
文藝春秋
技術評論社

369.3/ﾐ

2022年3月 378/ﾅ
2022年3月 383.8/ﾊ

ニュートンプレス 2022年4月

本川
福島
中村
中西

336/ﾅ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ

2022年3月 361.3/ｵ

457.8/ｼ

2022年3月 460.4/ﾓ
2022年3月 471.7/ﾌ
2022年3月 493.8/ﾅ
2022年4月 493.87/ﾅ

ロングセラーズ 2022年3月 498.39/ｱ

幻冬舎
ＮＨＫ出版
工学社
扶桑社
宝島社

阪下 千恵

ワン・パブリッシング

伊藤 悠美子

平凡社
光文社

2022年3月 501.8/ｲ
2022年2月 523.1/ｴ
2022年3月 548.2/ｱ
2022年3月 590/ｴ
2022年4月 590/ﾐ
2022年3月 596/ｻ/ｵﾚ
2022年3月 596.2/ﾄﾞ
2022年2月 596.7/ｲ

朝日新聞出版社 2022年3月 694.6/ｽ/P

鶴見 香織∥監修
小野 大輔
ミン ジヒョン
モニク トゥルン
ライフ エキスパート∥編
岩井 三四二
坂岡 真
輪渡 颯介
石田 衣良
今野 敏
田中 芳樹
遠田 潤子
南 杏子
村木 嵐
柚木 麻子

平凡社
明治図書

2022年4月 721.9/ｶ
2022年3月 725.4/ｵ

イースト・プレス 2022年3月

集英社

929.1/ﾐ

2022年4月 933.7/ﾄ

河出書房新社 2022年2月 B519/ﾗ

光文社
小学館
講談社

2022年4月 BF/ｲﾜ
2022年3月 BF/ｻｶ/2
2022年4月 BF/ﾜﾀ/9

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 F/ｲｼ

幻冬舎
光文社
講談社
講談社
幻冬舎
文藝春秋

2022年3月 F/ｺﾝ
2022年3月 F/ﾀﾅ
2022年3月 F/ﾄｵ
2022年3月 F/ﾐﾅ
2022年3月 F/ﾑﾗ
2022年4月 F/ﾕｽﾞ

〈児童〉

小学生の何でもお悩み相談室 学校では教えてくれない大切なこと ３８

神社のえほん
鎌倉時代からの挑戦状！ 歴史探偵Ｋのタイムワープ
世界を変えた１４６人の子ども 才能にめざめた若者たちの物語
この都道府県が第一号！ 集まれ！日本全国イチバンじまん
からだとはたらくどうぐたち メガネをかけたらどうなるの？ 〔２〕
からだとはたらくどうぐたち 補聴器をつけたらどうなるの？ 〔３〕
からだとはたらくどうぐたち 歯の矯正をしたらどうなるの？ 〔４〕
理科がすきになる！わくわく自由研究 ６年生
リサイクル・プラネット リサイクルが地球の資源をすくう！
リサイクルを進めるためにできること
食べ物のひみつを教えます 大豆・米 〔１〕
明日への勇気

2022年3月 15/ｼ
関 和之∥マンガ イラスト 旺文社
あすなろ書房 2022年3月 17/ﾊ
羽尻 利門
チーム ガリレオ∥ストーリー 朝日新聞出版 2022年3月 21/ﾁ

ルーラ ブリッジポート
ハリエット ブランドル
ハリエット ブランドル
ハリエット ブランドル
辻 健∥監修
アンナ クレイボーン

創元社
汐文社
ほるぷ出版
ほるぷ出版
ほるぷ出版
国土社
評論社

安達 修二∥監修
大野 益弘∥監修

2022年2月 61/ﾀ
金の星社
あかね書房 2022年4月 78/ｶ

大野 益弘∥監修

あかね書房 2022年4月 78/ｶ

『集まれ！日本全国イチバンじまん』編集委員会∥編

2022年4月 28/ﾌﾞ
2022年3月 29/ｱ
2022年2月 36/ﾌﾞ/2
2022年2月 36/ﾌﾞ/3
2022年2月 36/ﾌﾞ/4
2022年3月 40/ﾘ
2022年3月 51/ｸ

輝くアスリートの感動物語 東京オリンピック・パラリンピック２０２０ ４

自分らしさをつらぬく
輝くアスリートの感動物語 東京オリンピック・パラリンピック２０２０ ５

シャンシャン、夏だより
一年間だけ。 キミ一人が、トクベツで… １０
まちのおばけずかん おばけコンテスト
ふしぎ町のふしぎレストラン こわくておいしいおかしの家 ５
幸せな王子 オスカー・ワイルドショートセレクション
おせんべやけた！
ないしょないしょのももんちゃん
おおきなかぶ
１０ぴきのおばけとすすおばけ
えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日
かみはこんなにくちゃくちゃだけど

浅野 竜
安芸 咲良
斉藤 洋
三田村 信行
オスカー ワイルド
長野 ヒデ子∥脚本・絵
とよた かずひこ
西巻 茅子
にしかわ おさむ
降矢 なな
ヨシタケ シンスケ

講談社

2022年5月 91/ｱ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 91/ｱ/10
2022年3月 91/ｻ/ｺﾜｲ
講談社

あかね書房
理論社
童心社
童心社
講談社
ひかりのくに
福音館書店
白泉社

2022年4月 91/ﾐ/5
2022年2月 93/ﾜ
2022年5月 C/ﾖｳｼﾞ
2022年4月 E/ﾄ
2022年4月 E/ﾆ
2022年4月 E/ﾆ
2022年4月 E/ﾌ
2022年4月 E/ﾖ

〈高千帆分館〉

子宝船 きたきた捕物帖 ２

宮部 みゆき

ＰＨＰ研究所 2022年6月 F/ﾐﾔ/2

五木 寛之

毎日新聞出版 2022年3月 914.6/ｲ

〈赤崎分館〉

折れない言葉

＊ 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 （６/１１～６/１７）

2022年6月18日作成

◇中央図書館
〈一般〉

みんなの手帳術
〈自分〉を知りたい君たちへ 読書の壁
〈図説〉江戸のカルチャー教養書・実用書の世界
何のために伝えるのか？ 情報の正しい伝え方・受け取り方
生きベタさん
古代の都市 最新考古学で甦る社会
土偶を読む図鑑
沖縄にどう向き合うか
同胞 リトアニアのホロコースト 伏せられた歴史
ブラジルの歴史を知るための５０章
健康さんぽ東京
おとなの温泉宿ベストセレクション１００ 関西・中国・四国
新日本の絶景＆秘境１５０ ＡＭＡＺＩＮＧ ＳＰＯＴ
佐藤優の地政学入門
法律大百科事典 仕事で使う用語・ルール・条文１００
プリズン・サークル
少年法がよくわかる本
最新パワハラ防止法対策がよ～くわかる本
「労働施策総合推進法」が本格施行！
大衆の狂気 ジェンダー・人種・アイデンティティ
一斉休校 そのとき教育委員会・学校はどう動いたか？
わらべうたセラピー すべての子どもの育ちを支える 全６３曲
まるごとわかるオンライン就活 ２０２４年度版
こどもスマホルール 賢く使って、トラブル回避！
世界のカレー図鑑 Ｗ１２
科学のトリセツ
オウムアムアは地球人を見たか？ 異星文明との遭遇
ウォーキングで出合う！！日本の固有植物図鑑
ポスト・コロナ社会を考える ワクチン依存社会総点検
ハーブではじめる植物療法の手引き
キャンプで淹れるおいしい珈琲 焚き火で、コンロで、ストーブで。
インスタントから自家焙煎まで、野外で楽しむコーヒーのいろいろ
チ。－地球の運動について－ 第６集
チ。－地球の運動について－ 第７集
フジコ・ヘミング 永遠の今
長寿の体幹トレーニング
４週間で姿勢がよくなる！スタスタ歩ける！ 医師も太鼓判
森鷗外
夏井いつき、俳句を旅する
かもめ 近代古典劇翻訳〈注釈付〉シリーズ
いわしバターを自分で
隠密鑑定秘禄 １ 退き口（のきぐち）
新・浪人若さま新見左近 １０ 嗣縁の禍
北の御番所反骨日録 １ 春の雪
北の御番所反骨日録 ２ 雷鳴
北の御番所反骨日録 ３ 蝉時雨
北の御番所反骨日録 ４ 狐祝言
琉球建国記
幸村を討て
きみだからさびしい
古本食堂
スタッフロール
ファズイーター 組織犯罪対策課八神瑛子

日本能率協会マネジメントセンター

養老 孟司
深光 富士男
池上 彰
釈 徹宗 他
パトリシア ダニエルズ
竹倉 史人
豊里 友行
ルータ ヴァナガイテ 他
伊藤 秋仁 他∥編著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 070.4/ｲ

講談社
日経ナショナルジオグラフィック社

小学館

優∥監修
博
香
健二
健太

ダグラス マレー
末冨 芳∥編著

2022年3月 188.7/ｼ
2022年5月 209.3/ﾀﾞ
2022年4月 210.2/ﾀ

新日本出版社 2022年3月 219.9/ﾄ
東洋書店新社 2022年3月 238.8/ﾊﾞ

明石書店

2022年4月 262/ｲ
朝日新聞出版 2022年3月 291.3/ｹ

昭文社
佐藤
千葉
坂上
廣瀬
池辺

2022年4月 002.7/ﾐ

毎日新聞出版 2022年2月 019.9/ﾖ
河出書房新社 2022年3月 022.3/ﾌ

2022年5月 291.6/ｵ/22

朝日新聞出版 2022年3月 291/ｼ
学研プラス 2022年3月 312.9/ｻ

翔泳社
岩波書店

2022年4月 320/ﾁ
2022年3月 326.5/ｻ

秀和システム 2022年4月 327.8/ﾋ
秀和システム 2022年4月 336.4/ｲ/ﾐｽﾞ

徳間書店
明石書店

2022年3月 361.8/ﾏ
2022年3月 372.1/ｽ

久津摩 英子∥わらべうた指導 学研教育みらい 2022年3月

才木 弓加
竹内 和雄
地球の歩き方編集室
元村 有希子
アヴィ ローブ
天笠 啓祐
梅屋 香織
小林 キユウ
魚豊
魚豊
フジコ ヘミング
澤木 一貴
海堂 尊
夏井 いつき
アントン チェーホフ
平松 洋子
上田 秀人
佐々木 裕一
芝村 凉也
芝村 凉也
芝村 凉也
芝村 凉也
矢野 隆
今村 翔吾
大前 粟生
原田 ひ香
深緑 野分
深町 秋生

376.1/ｸ

実務教育出版 2022年4月 377.9/ｻ/ｷ
時事通信出版局 2022年4月

379.9/ﾀ
383.8/ﾁ
404/ﾓ
440/ﾛ
470.3/ｳ
498.6/ｱ

地球の歩き方 2022年3月
毎日新聞出版 2022年4月
2022年4月
早川書房
山川出版社 2022年3月
2022年4月
緑風出版
グラフィック社 2022年3月 499.87/ｳ
誠文堂新光社 2022年4月 596.7/ｺ

小学館
小学館

2022年1月 726/ｳ/6
2022年4月 726/ｳ/7

ＣＣＣメディアハウス

2022年4月 762.3/ﾍ
2022年4月 780.7/ｻ/ﾁｮｳｼﾞｭ

大和書房
筑摩書房
悟空出版
論創社
文藝春秋
徳間書店
双葉社
双葉社
双葉社
双葉社
双葉社
集英社

2022年4月 910.2/ﾓ
2022年3月 911.3/ﾅ/ﾁｬ
2022年3月 982/ﾁ
2022年3月 B596/ﾋ
2022年4月 BF/ｳｴ
2022年4月 BF/ｻｻ/10
2021年4月 BF/ｼﾊﾞ/1
2021年8月 BF/ｼﾊﾞ/2
2021年12月 BF/ｼﾊﾞ/3

2022年4月 BF/ｼﾊﾞ/4
2022年4月 BF/ﾔﾉ

中央公論新社 2022年3月 F/ｲﾏ
2022年2月 F/ｵｵ
文藝春秋
角川春樹事務所 2022年3月

文藝春秋
幻冬舎

F/ﾊﾗ

2022年4月 F/ﾌｶ
2022年3月 F/ﾌｶ

〈児童〉

ニュース年鑑 ２０２２
やっぱりざんねんないきもの事典
エネルギーって何だろう？ 持続可能な地球のために考えよう
銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 １７
名探偵コナン ハロウィンの花嫁
ロウリーのいい子怪談ばなし
あかちゃんがうまれるまで
ほっきょくでうしをうつ
パンダのんびりたいそう
スサノオとオオナムチ 日本の神話
わたしはいいこ？
なきむしせいとく 沖縄戦にまきこまれた少年の物語
おんぷちゃんとねこ
おいなりさん
え？ガオー！
みらいのえんそく
きょうりゅうバスでとしょかんへ
おとなになるっていうこと

池上 彰∥監修
今泉 忠明∥監修
小池 康郎∥監修
廣嶋 玲子
水稀 しま
ジェフ キニー
相野谷 由起
阿部 海太
いりやま さとし
飯野 和好
えがしら みちこ
たじま ゆきひこ
とよた かずひこ
中川 学
ひらぎ みつえ
ジョン ヘア
リン シャオペイ
和歌山 静子

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

ポプラ社
高橋書店
ＰＨＰ研究所
偕成社
小学館
ポプラ社
童心社
岩崎書店
講談社

2022年4月 30/ﾆ/22
2022年4月 48/ｻﾞ
2022年4月 50/ｴ
2022年4月 91/ﾋ/17
2022年4月 91/ﾐ
2022年4月 93/ｷ
2022年3月 E/ｱ
2022年1月 E/ｱ

パイインターナショナル

2022年3月 E/ｲ
2022年4月 E/ｲ/ｷ

小学館
童心社

2022年4月 E/ｴ
2022年4月 E/ﾀ

ひさかたチャイルド

2022年4月 E/ﾄ
2022年4月 E/ﾅ

アリス館
ほるぷ出版 2022年3月 E/ﾋ
あすなろ書房 2022年4月 E/ﾍ
世界文化ブックス 2022年4月 E/ﾘ
2022年3月 E/ﾜ
童心社

●新着資料リスト●
あたらしく購入した本 （６/１８～６/２４）

2022年6月25日作成

◇中央図書館
〈一般〉

図解でわかる最新エクセルのマクロとＶＢＡがみるみるわかる本 超簡単

秀和システム 2022年4月 007.6/ﾄﾞ

学校経営と学校図書館 改訂
ベリングキャット デジタルハンター、国家の噓を暴く
道徳教室 いい人じゃなきゃダメですか
ポジティブが足りない！ 人生が思い通りになる「運」のつかみ方
楽しいことがいっぱい起こる！うまく老いる習慣

道用 大介
中村 百合子 他
エリオット ヒギンズ
髙橋 秀実
春木 開
植西 聰
世界を揺るがした聖遺物 ロンギヌスの槍、聖杯、聖十字架…の神秘と真相 杉崎 泰一郎
論考 日本中世史 武士たちの行動・武士たちの思想
細川 重男
天皇家の恋愛 明治天皇から眞子内親王まで
森 暢平
ジェフ・ベゾス 発明と急成長をくりかえすアマゾンをいかに生み育てたのか ブラッド ストーン
来たれ、新たな社会主義 世界を読む２０１６－２０２１
トマ ピケティ
最新 脱炭素経営の基本と仕組みがよ～くわかる本
吉川 武文
ＣＯ２の削減と経済の持続を両立する！
地域でつくる・地域をつくるメディアとアーカイブ
松本 恭幸
外国人労働相談最前線
今野 晴貴 他
母親になって後悔してる
オルナ ドーナト
先生、どうか皆の前でほめないで下さい いい子症候群の若者たち 金間 大介
黙殺される教師の「性暴力」
南 彰
幼稚園・保育所・家庭で楽しくうたあそび１２３ 改訂版
河北 邦子 他
イギリス発！ベル先生のコロナ５００日戦争
遠藤 野ゆり 他
これからの学校にできることって何だろう
家族で支援する子どものＡＳＤ 早く気づいて親子が楽になる本

樹村房
筑摩書房
ポプラ社

2022年2月 017/ﾅ
2022年3月 070.2/ﾋ
2022年3月 150.4/ﾀ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 159/ﾊ

徳間書店

2022年3月 159.7/ｳ

河出書房新社 2022年4月 192/ｽ
2022年2月 210.4/ﾎ
文学通信
中央公論新社 2022年3月 288.4/ﾓ
2022年4月 289.3/ﾍﾞ
日経ＢＰ

みすず書房 2022年4月 331/ﾋﾟ
秀和システム 2022年3月

大月書店
岩波書店
新潮社

336/ﾖ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ

2022年4月 361.4/ﾏ
2022年4月 366.8/ｺ

2022年3月 367.3/ﾄﾞ
東洋経済新報社 2022年3月 371.4/ｶ
朝日新聞出版 2022年3月 374.3/ﾐ
ミネルヴァ書房 2022年4月 376.1/ｶ

明石書店

2022年3月 376.2/ｴ

河出書房新社 2022年4月 378/ｶ

コロナで不規則な生活も加わった今知っておきたい ＡＳＤ〈自閉症スペクトラム障害〉を正しく理解して暮らしを支えよう

子育て本ベストセラー１００冊の「これスゴイ」を１冊にまとめた本
「ＡＥＲＡ ｗｉｔｈ Ｋｉｄｓ」元編集長が選ぶ
辺野古入門
死肪肝
透析を回避する！専門医が教える腎臓病の治療法とおいしいレシピ
「一生介護されない体」になる医者の習慣５７
命のクルーズ
いつかは訪れたい美しき世界の寺院・神殿
Ｔｗｉｔｔｅｒ 基本＋活用ワザ 最新決定版
おうちでできる世界のおそうざい
４７都道府県日本全国地元食図鑑
料理ｍａｐ
感動のチーズケーキ クリームチーズで作るベイクドタイプとレアタイプ

スキマをうめる収納ルール
心と体がぐんぐん育つ赤ちゃんのあそび大全
剪定「コツ」の教科書

江口 祐子
熊本 博之
川本 徹
山岸 昌一
高梨 ゆき子
マイケル ケリガン
田口 和裕 他
荻野 恭子
菅原 佳己
Ｍｉｅ
小嶋 ルミ
森の家
小西 行郎 他
木下 透

ワニブックス 2022年5月 379.9/ｴ
筑摩書房
幻冬舎メディアコンサルティング

ナツメ社
双葉社
講談社
日経ナショナルジオグラフィック社

インプレス

2022年4月 395.3/ｸ
2022年3月 493.47/ｶ
2022年4月

494.93/ﾄ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

2022年3月 498.38/ﾔ
2022年3月 498.6/ﾀ
2022年4月 526.1/ｹ
2022年3月 547.4/ﾀ/P

河出書房新社 2022年4月 596/ｵ/ｵﾚ

平凡社
パレード

2022年4月 596/ｽ
2022年3月 596/ﾐ/ｵﾚ

文化学園文化出版局

2022年3月 596.65/ｺ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 597.5/ﾓ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年4月 599/ｺ

講談社

2022年4月 627.7/ｷ

名人庭師のＣＯＤＩＴ理論で基本が身につく！ 図解と動画でわかる！

小さな苔ガーデニング コケリウムから坪庭まで
ほとんどネコのこと 岩合さんの月曜日
画聖雪舟の素顔 天橋立図に隠された謎
チェスを初めてやる人の本
一生使えるＷｅｂライティングの教室
１０代から大人まで、基礎から身につく「文章力」
さっきまでは薔薇だったぼく
結局、人生の最後にほしいもの
第１感 「最初の２秒」の「なんとなく」が正しい
女人禁制
きれいなだけじゃない石図鑑 川や海で子どもと楽しむ
老いて華やぐ

大野 好弘
岩合 光昭
島尾 新
片桐 光知子

主婦の友社 2022年5月 627.9/ｵ
2022年2月 645.7/ｲ
クレヴィス
朝日新聞出版 2022年4月 721.3/ｾ
つちや書店 2022年4月 796.9/ﾁ
マイナビ出版 2022年3月 816/ｶ

最果 タヒ
曽野 綾子
マルコム グラッドウェル
鈴木 正崇
柴山 元彦
瀬戸内 寂聴

小学館
ポプラ社
光文社
講談社
大和書房
文藝春秋

2022年4月 911.5/ｻ/ｸﾛ
2022年3月 914.6/ｿ
2022年4月 B145/ｸﾞ
2022年4月 B387/ｽ
2022年4月 B459/ｼ
2022年4月 B914/ｾ

京乱 高家表裏譚 ５
後宮の烏（からす） ７
高校事変 １２
おいしいごはんが食べられますように

上田
白川
松岡
高瀬

秀人
紺子
圭祐
隼子

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 BF/ｳｴ/5

集英社

2022年4月 BF/ｼﾗ/7

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年3月 BF/ﾏﾂ/12

講談社

2022年3月 F/ﾀｶ

山村 浩二

今人舎

2022年4月 S726/ﾔ

堀切 リエ
長倉 洋海
山田 勝久

あかね書房
アリス館
西東社
ポプラ社
ＰＨＰ研究所
講談社
ポプラ社

2022年3月 28/ｱ
2022年4月 74/ﾅ

〈ティーンズ〉

やまなし

〈児童〉
阿波根昌鴻（あはごんしょうこう） 土地と命を守り沖縄から平和を 伝記を読もう 25

お祭りが大好きパヤベくん パプアニューギニア ともだちみつけた！
頭がよくなる！ちょいムズおりがみ
スポーツ年鑑 ２０２２
あっちもこっちもこの世はもれなく みちくさパレット
学校のおばけずかんハイ！
ちいさな世界 せなけいこ詩画集
ノウサギの家にいるのはだれだ？ ケニアマサイにつたわるおはなし
仕事に行ってきます アパレルの仕事 １１
仕事に行ってきます ガパオづくりの仕事 １２
仕事に行ってきますプラス 休けい上手になろう １
あげる
だいすきなうみときみと
いのちの水
へんしん すがたをかえるイモムシ

いとう みく
斉藤 洋
せな けいこ
斎藤 隆夫

2022年5月 75/ﾔ
2022年3月 78/ｽ/22
2022年4月 91/ｲ
2022年3月 91/ｻ/ｺﾜｲ
2022年3月 91/ｾ/ｷ

玉川大学出版部 2022年3月
埼玉福祉会出版部
埼玉福祉会出版部
埼玉福祉会出版部

はらぺこめがね
バルー
ベネリン バルカノフ
桃山 鈴子

佼成出版社
ＷＡＶＥ出版
福音館書店
福音館書店

多良 美智子

すばる舎

E/ｻ

2022年3月 E/ｼ/11
2022年3月 E/ｼ/12
2022年3月 E/ｼ
2022年4月 E/ﾊ
2022年3月 E/ﾊﾞ
2022年4月 E/ﾊﾞ
2022年4月 E/ﾓ

〈高千帆分館〉

８７歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

2022年3月 590.4/ﾀ

