
２０２２年３月新着図書　（２月中に届いた本）

分類番号 書名 著者名 出版社

007 知りたいことがわかる!IT&ICTキーワード図鑑 IT&ICT研究会 ナツメ社

007.6 はじめてのWindows 11 戸内 順一 秀和システム

142 なぜ日本人は怒りやすくなったのか? 安藤 俊介 秀和システム

159 精神科医Tomyが教える心の荷物の手放し方 精神科医Tomy ダイヤモンド社

159 自分の意見で生きていこう ちきりん ダイヤモンド社

159 13歳から分かる!人を動かす 藤屋 伸二 日本図書センター

210 一冊でわかる鎌倉時代 大石 学 河出書房新社

291 世界遺産 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

291 るるぶ福島会津磐梯　'23 JTBパブリッシング

292 山梨　'23 昭文社

292 東海道五十三次いまむかし歩き旅 高橋 真名子 河出書房新社

292 地図でスッと頭に入るアジア25の国と地域 井田 仁康 昭文社

303 現代アメリカ社会を知るための63章 明石 紀雄 明石書店

324 大人になるってどういうこと? 神内 聡 くもん出版

325 図解いちばんやさしく丁寧に書いた会社法の本 佐藤 孝幸 成美堂出版

336 本当に使える業務マニュアル作成のルール 森田 圭美 同文舘出版

361 カウンセラーが悩み解決!SNSコミュニケーション 浮世 満理子 日本能率協会マネジメントセンタ-

365 これ一冊でわかる!障害年金のしくみと手続き 吉野 千賀 ナツメ社

368 10代の妊娠 にじいろ 合同出版

369 介護福祉士になるには 渡辺 裕美 ぺりかん社

380 親から子への「教え方」がよくわかる 小杉 拓也 ベレ出版

407 ビーカーくんがゆく!工場・博物館・実験施 うえたに夫婦 誠文堂新光社

440 JAXAの先生!宇宙のきほんを教えてください! 中谷 一郎 ポプラ社

440 文系のためのめっちゃやさしい宇宙 吉田 直紀 ニュートンプレス

467 遺伝子の不思議としくみ入門 島田 祥輔 朝日新聞出版

491 はたらく内臓 坂井 建雄 中央公論新社

494 腰痛は座り方が9割 碓田 拓磨 主婦の友社

494 睡眠専門医が教える!子供が朝起きなくなっ 渥美 正彦 セルバ出版

495 腰椎椎間板ヘルニアを治す 岡田 英次朗 法研

496 ココが知りたかった!目の病気のメカニズム 飯島 裕幸 技術評論社

496 加齢黄斑変性治療と予防最新マニュアル 尾花 明 CCCメディアハウス

498 会話に花が咲くクイズ昭和物語 安部 満 みらいパブリッシング

499 小林製薬アイデアをヒットさせる経営 小林 一雅 PHP研究所

502 最新再生可能エネルギーの仕組みと動向がよ～くわかる本　今村 雅人 秀和システム

595 帯で作る大人のバッグ ブティック社

一般書



596 肌トラブル大全 小林 智子 WAVE出版

596 その下ごしらえ、ホントに必要? 松本 仲子 幻冬舎

596 調味料の味わい 暮らしの図鑑編集部 翔泳社

599 いつか家族でやりたい99の楽しいことリスト むぴー CCCメディアハウス

646 いちばんよくわかる猫種図鑑 長谷川 諒 メイツユニバーサルコンテンツ

668 さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂 康之 イースト・プレス

675 「欲しい!」はこうしてつくられる マット・ジョンソン 白揚社

690 ディズニーキャストざわざわ日記 笠原 一郎 三五館シンシャ

781 部活で差がつく!ジュニア選手のためのストレッチ 長畑 芳仁 メイツユニバーサルコンテンツ

796 将棋記者が迫る棋士の勝負哲学 村瀬 信也 幻冬舎

816 「させていただく」の使い方 椎名 美智 KADOKAWA

831 英語が出来ません 刀祢館 正明 KADOKAWA

【予約の多い一般書】

1位　人は聞き方が9割

2位　100万回死んだねこ

3位 ママがもうこの世界にいなくても

分類番号 書名 著者名 出版社

910.3 タイム・スリップ芥川賞 菊池 良 ダイヤモンド社

913.3 源氏物語解剖図鑑 佐藤 晃子 エクスナレッジ

913.6 塞王の楯 今村 翔吾 集英社

913.6 開戦 上田 秀人 光文社

913.6 もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 中央公論新社

913.6 探花 今野 敏 新潮社

913.6 異変ありや 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 山狩 笹本 稜平 光文社

913.6 おネコさま御一行 群 ようこ 角川春樹事務所

913.6 黒牢城 米澤 穂信 KADOKAWA

914.6 その日まで 瀬戸内 寂聴 講談社

914.6 今を生きるあなたへ 瀬戸内 寂聴 SBクリエイティブ

916 ママがもうこの世界にいなくても 遠藤 和 小学館

933.7 1984 ジョージ・オーウェル KADOKAWA

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　黒牢城

2位　またあおう

3位　探花

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

280 歴史人物バトル　アメリカ編 チーム・ガリレオ 朝日新聞出版

280 歴史人物バトル　フランス編 チーム・ガリレオ 朝日新聞出版

289 昭和の犬ジョンとの約束 今西 乃子 合同出版

290 新・世界の国々　4　ヨーロッパ州 帝国書院編集部 帝国書院

290 新・世界の国々　5　アフリカ州 帝国書院編集部 帝国書院

290 新・世界の国々　6　北アメリカ州 帝国書院編集部 帝国書院

290 新・世界の国々　7　南アメリカ州 帝国書院編集部 帝国書院

290 新・世界の国々　8　オセアニア州・南極 帝国書院編集部 帝国書院

290 新・世界の国々　9　世界各地の生活と環境 帝国書院編集部 帝国書院

376 中学校ってどんなとこ? 升野 伸子 世界文化ブックス

382 ちがいがわかるとおもしろい!東日本と西日本　2　 岡部 敬史 汐文社

407 実験対決　40 洪 鐘賢 朝日新聞出版

762 ショパン 迎 夏生 ポプラ社

764 吹奏楽部のトリセツ! 松元 宏康 学研プラス

798 ポケモン大図鑑　上 小学館

798 ポケモン大図鑑　下 小学館

910 おばけずかんクイズBOOK　ちょいムズへん 斉藤 洋 講談社

949 ニルスのふしぎな旅　1 セルマ・ラーゲルレーフ 学研プラス

949 ニルスのふしぎな旅　2 セルマ・ラーゲルレーフ 学研プラス

949 ニルスのふしぎな旅　3 セルマ・ラーゲルレーフ 学研プラス

949 ニルスのふしぎな旅　4 セルマ・ラーゲルレーフ 学研プラス

949 ニルスのふしぎな旅　5 セルマ・ラーゲルレーフ 学研プラス

F 落窪物語 花形 みつる 偕成社

F むかしむかし　 内田 麟太郎 文溪堂

Fア お花のドレスのBプラン あんびる やすこ 岩崎書店

Fイ よそんちの子 いとう みく ほるぷ出版

Fカ ケケと半分魔女 角野 栄子 福音館書店

Fク 夜カフェ　11 倉橋 燿子 講談社

Fコ ねこの町の小学校 小手鞠 るい 講談社

Fソ 探検!いっちょかみスクール　怪盗の後継者 宗田 理 静山社

【予約のある児童書】

1位　ほねほねザウルス　25

2位　地下鉄のサバイバル

3位　どっちが強い!?フクロウvsヤマアラシ

児童書



請求記号 書名 著者名 出版社

Kコ コンコンきつねのおにはそと よこみち けいこ 童心社

Pア じゅうじゅうじゅう あずみ虫 福音館書店

Pア あけてあけて accototo みらいパブリッシング

Pク こんやはどんなゆめをみる? 工藤 ノリコ 学研プラス

Pコ ゆめぎんこう コンドウ アキ 白泉社

Pコ ゆめぎんこう ちいさなおきゃくさま コンドウ アキ 白泉社

Pサ ほしのおんがくかい 齋藤 槇 世界文化ブックス

Pシ 怪物園 junaida 福音館書店

Pシ 街どろぼう junaida 福音館書店

Pス そだててみたら… スギヤマ カナヨ 赤ちゃんとママ社

Pネ スーツケース クリス・ネイラー・バレステロス 化学同人

Pフ クロべぇ ふくだ いわお 光村教育図書

Pフ ひなまつりセブン ふくだ いわお 世界文化ワンダークリエイト

Pホ てがみのえほん 堀内 誠一 福音館書店

Pモ どうしてパパとけっこんしたの? 桃戸 栗子 福音館書店

★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。

「図書リクエスト・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


