
２０２２年２月新着図書　（１月中に届いた本）

分類番号 書名 著者名 出版社

159 言いにくいことはっきり言うにゃん　仕事の悩み解決編 Jam 笠間書院

159 1%の努力 ひろゆき ダイヤモンド社

193.1 旧約聖書人物図鑑 山我 哲雄 東京書店

289 挑戦 山中 伸弥 講談社

291.2 岩手　'23 昭文社

291.2 青森　'23 昭文社

291.3 千葉・房総　'23 昭文社

291.5 三重のトリセツ 昭文社

291.9 るるぶ沖縄　'23 JTBパブリッシング

291.9 るるぶ福岡　'22 JTBパブリッシング

317.7 暴く者暴かれるモノ 吉田 公一 主婦と生活社

324 図解による民法のしくみ 神田 将 自由国民社

361.4 人は聞き方が9割 永松 茂久 すばる舎

361.4 アカンヒトズカン 野々村 友紀子 学研プラス

367.3 ママはパパがこわいの? ゆむい KADOKAWA

367.5 自慢話でも武勇伝でもない「一般男性」の話 清田 隆之 扶桑社

367.9 あいつゲイだって 松岡 宗嗣 柏書房

368.2 ルポ路上生活 國友 公司 KADOKAWA

368.2 ボクらは『貧困強制社会』を生きている 藤田 和恵 くんぷる

369.2 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

369.4 児童養護施設という私のおうち 田中 れいか 旬報社

379.9 思春期の子の育て方 諸富 祥彦 WAVE出版

431.1 暗記しないで化学入門 平山 令明 講談社

454.9 教養としての「日本列島の地形と地質」 橋本 純 PHP研究所

493.1 糖尿病の?がわかる!イラストBOOK 細井 雅之 メディカ出版

493.2 狭心症・心筋梗塞治療大全 三田村 秀雄 講談社

493.3 患者さんのための肺がんガイド　2021年版 日本肺癌学会 金原出版

493.4 ウルトラ図解潰瘍性大腸炎・クローン病 久松 理一 法研

493.4 よくわかる過敏性腸症候群で悩まない本 鳥居 明 日東書院本社

493.6 関節リウマチ 松野 博明 主婦の友社

495.1 つらくなる前に知っておきたい閉経のきほん 上田 嘉代子 池田書店

496.7 鼻スッキリで夜ぐっすり 高島 雅之 クロスメディア・パブリッシング

498.3 親子でのびやか楽しいキッズヨガ 友永 淳子 メイツユニバーサルコンテンツ

498.5 ママと赤ちゃんのための妊娠中のおいしい食事305 梅原 永能 西東社

519.7 トコトンやさしい消臭・脱臭の本 光田 恵 日刊工業新聞社

一般書



572.1 スッキリ!がってん!リチウムイオン電池の本 関 勝男 電気書院

591 一生お金に困らないお金ベスト100 荻原 博子 ダイヤモンド社

593.3 つけ襟ライフ 川端 さよこ 文化学園文化出版局

596 オールブランの腸活レシピ 主婦の友社 主婦の友社

596.2 しゃばけごはん 畠中 恵 新潮社

596.6 ローカルおやつの本 グラフィック社編集部 グラフィック社

615.8 今さら聞けない除草剤の話きほんのき 農文協 農山漁村文化協会

699.6 日本懐かしテレビ大全 辰巳出版

718 ほんとうにすごい仏像図鑑 山本 悟 朝日新聞出版

726.6 ぐりとぐらのたまご ブルーシープ

775.4 タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本 千晶 エクスナレッジ

779.1 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

783.7 嫌われた監督 鈴木 忠平 文藝春秋

【予約の多い一般書】

1位　老いの福袋

2位　おかあさんライフ。　毎日一緒におさんぽ編

3位  100万回死んだねこ

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 チンギス紀　12 北方 謙三 集英社

913.6 向島・箱屋の新吉　新章1 小杉 健治 KADOKAWA

913.6 向島・箱屋の新吉　新章2 小杉 健治 KADOKAWA

913.6 答えは風のなか 重松 清 朝日出版社

913.6 ボーダーズ 堂場 瞬一 集英社

913.6 嗤う淑女二人 中山 七里 実業之日本社

913.6 またあおう 畠中 恵 新潮社

913.6 約束 葉室 麟 文藝春秋

913.6 丘の上の賢人 原田 マハ 集英社

913.6 N 道尾 秀介 集英社

913.6 きりきり舞いのさようなら 諸田 玲子 光文社

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　残照の頂

2位　透明な螺旋

3位　星を掬う

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

289 北条義時 加来 耕三 ポプラ社

289 北条政子 山本 みなみ 小学館

290 新・世界の国々　1　アジア州 帝国書院編集部 帝国書院

290 新・世界の国々　2　アジア州 帝国書院編集部 帝国書院

290 新・世界の国々　3　ヨーロッパ州 帝国書院編集部 帝国書院

312 月別カレンダーで1からわかる!日本の政治 伊藤 賀一 小峰書店

318 サクラの川とミライの道 稲葉 なおと 講談社

382 ちがいがわかるとおもしろい!　東日本と西日本 岡部 敬史 汐文社

404 ジュニア空想科学読本　18 柳田 理科雄 汐文社

410 ドラえもん探究ワールドおもしろいぞ!数の世界 藤子・F・不二雄 小学館

450 地学博士も驚いた!ヤバい「地球図鑑」 渡邉 克晃 青春出版社

457 よみがえれ、マンモス! 令丈 ヒロ子 講談社

498 この指とどけ 村上 しいこ 講談社

507 トミカコレクション　2022 ポプラ社

507 プラレールコレクション　2022 ポプラ社

538 地球を飛び出せ!宇宙探査 荒舩 良孝 誠文堂新光社

686 地下鉄のサバイバル　 ゴムドリco. 朝日新聞出版

778 全仮面ライダー完全超百科 講談社

783 基本スキルを完全マスター!小学生のミニバス最強バイブル 小鷹 勝義 メイツユニバーサルコンテンツ

798 勝つ!百人一首「競技かるた」完全マスター 岸田 諭 メイツユニバーサルコンテンツ

812 ワケあり!?なるほど語源辞典 冨樫 純一 金の星社

818 方言ずかん 篠崎 晃一 ほるぷ出版

908 5分後に意外な結末ex 桃戸 ハル 学研プラス

933 プーさんの戦争 リンジー・マティック 評論社

F ほねほねザウルス　25 カバヤ食品株式会社 岩崎書店

Fイ ほんとのママはゴールドマリー 板橋 雅弘 岩崎書店

Fサ だいとかいのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fタ 銀杏堂　2 橘 春香 偕成社

Fハ かいけつゾロリきょうふのダンジョン 原 ゆたか ポプラ社

Fヒ 火狩りの王　外伝 日向 理恵子 ほるぷ出版

Fヒ 秘密に満ちた魔石館　3 廣嶋 玲子 PHP研究所

Fフ 心霊スポットは知っている 藤本 ひとみ 講談社

【予約のある児童書】

1位　どっちが強い!?フクロウvsヤマアラシ

2位　ほねほねザウルス　25

3位　かいけつゾロリきょうふのダンジョン

児童書



請求記号 書名 著者名 出版社

Pオ あいたいあいたいあいうえお おくはら ゆめ KADOKAWA

Pカ ピンクはおとこのこのいろ イダ カバン KADOKAWA

Pキ おつきさまのスープ 木原 未沙紀 くもん出版

Pク レミーさんのひきだし くらはし れい 小学館

Pク 王さまのお菓子 くらはし れい 世界文化ブックス

Pサ みてみてバナナ ささき みお 国土社

Pサ みてみてパンツ ささき みお 国土社

Pタ あ・さ・ご・は・ん! 武田 美穂 ほるぷ出版

Pマ おはいんなさい えりまきに 牧野 鈴子 金の星社

Pヤ アンパンマンとさばくのたから やなせ たかし フレーベル館

Pロ テントウムシのミア、プレゼントだいさくせん ロマン・トマ 講談社

★ご希望の図書が貸出中のときは、予約をお受けいたします。
　「図書リクスト・予約」用紙にご記入のうえ、カウンターまでお申し込みください。

紙芝居、絵本


