
２０２２年４月新着図書　（３月中に届いた本）

分類番号 書名 著者名 出版社

007.3 正しく怖がるフィッシング詐欺 大角 祐介 オーム社

007.6 正しく選んで使うためのクラウドのきほん 高橋 秀一郎 マイナビ出版

007.6 疲れないパソコン仕事大全 大林 ひろこ 技術評論社

202.5 図説世界の水中遺跡 木村 淳 グラフィック社

210 手紙が語る歴史秘話 「江戸楽」編集部 メイツユニバーサルコンテンツ

210.1 中国史とつなげて学ぶ日本全史 岡本 隆司 東洋経済新報社

210.7 ものがたり戦後史 富田 武 筑摩書房

242 古代エジプト解剖図鑑 近藤 二郎 エクスナレッジ

281 日本史人物<あの時、何歳?>事典 吉川弘文館編集部 吉川弘文館

291 深掘り!日本の地名 宇田川 勝司 ベレ出版

291.1 るるぶ北海道　'23 JTBパブリッシング

291.4 るるぶ富山立山黒部五箇山白川　'23 JTBパブリッシング

291.6 るるぶ兵庫　'23 JTBパブリッシング

291.7 るるぶ広島宮島　'23 JTBパブリッシング

302.1 不思議の国ニッポン クーリエ・ジャポン 講談社

312.1 日本の総理大臣大全 八幡 和郎 プレジデント社

312.9 13歳からの地政学 田中 孝幸 東洋経済新報社

324.7 親子で知っておきたいはじめての相続と遺言 ベンチャーサポート相続税理士法人 合同フォレスト

335.8 図解NPO法人の設立と運営のしかた 宮入 賢一郎 日本実業出版社

338.1 図解身近な「金利」と「お金」のことが3時間でわかる本 角川 総一 明日香出版社

338.8 ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン ぴあ

361.4 複数人での会話がラクになる話し方 みやた さとし フォレスト出版

366.1 お仕事六法 横山 佳枝 あさ出版

367.3 DV後遺症に苦しむ母と子どもたち 林 美保子 さくら舎

367.7 ひとり老後楽生き事典 辻川 覚志 水曜社

369.2 弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門 安藤 なつ KADOKAWA

369.3 図解でわかる14歳からの自然災害と防災 社会応援ネットワーク 太田出版

371.4 子どもが不登校になっちゃった! ラン すばる舎

379.9 子どもから話したくなる「かぞくかいぎ」の秘密 玉居子 泰子 白夜書房

379.9 子どものスマホ問題はルール決めで解決します 石田 勝紀 主婦の友社

386.1 祭 小川 直之 パイインターナショナル

453.8 あしたの火山学 神沼 克伊 青土社

460 図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? 須黒 達巳 ベレ出版

481 ZOOLOGY図鑑動物の世界 スミソニアン協会 東京書籍

491.3 酪酸菌を増やせば健康・長寿になれる 内藤 裕二 あさ出版

一般書



492.1 からだの検査数値 ニュートンプレス

498.5 ずぼら瞬食ダイエット 松田 リエ 小学館

498.5 塩分早わかり 牧野 直子 女子栄養大学出版部

498.6 ルポ自助2020- 石井 光太 筑摩書房

504 ビジネスモデルの未来予報図51 齊田 興哉 CCCメディアハウス

507.2 最新知的財産権の基本と実務 渡辺 弘司 三修社

518.1 トコトンやさしい水道の本 高堂 彰二 日刊工業新聞社

520 建築用語図鑑　西洋篇 杉本 龍彦 オーム社

523 世界の名建築解剖図鑑 オーウェン・ホプキンス エクスナレッジ

527 災害に強い家はこうつくる 七呂 恵介 青春出版社

543.5 原発事故最悪のシナリオ 石原 大史 NHK出版

548.3 トコトンやさしいサービスロボットの本 清水 祐一郎 日刊工業新聞社

556.9 潜水艦事典 JShips編集部 イカロス出版

593.3 手作りしたいおしゃれなジャンパースカート ブティック社

593.3 スカート&パンツの基本パターン集 野木 陽子 日本ヴォーグ社

596.3 日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ 安井ファーム KADOKAWA

596.4 おべんとうの教科書 ほりえ さちこ 学研プラス

599.3 忙しママのための炊飯器こどもごはん meeeroom KADOKAWA

626.9 プロに教わる野菜の収穫・保存・加工の技とコツ やさい畑ファーマーズ倶楽部 家の光協会

627.7 100円ショップで楽しむ多肉植物 榛原 昭矢 新紀元社

685.1 75歳以上の免許更新が変わる!!! 高齢者安全運転支援研究会 JAFメディアワークス

685.8 自転車利活用のトラブル相談Q&A 仲田 誠一 民事法研究会

694.2
通信業界のしくみとビジネスがこれ1冊で
しっかりわかる教科書

実積 寿也 技術評論社

709 世界遺産事典　2022改訂版 古田 陽久 シンクタンクせとうち総合研究機

726.6 種をあつめる少年 さわの めぐみ ものがたり食堂

726.6 旅する小舟 ペーター・ヴァン・デン・エンデ 求龍堂

743 身近なものの撮り方辞典100 大村 祐里子 玄光社

756.6 日本刀が見た日本史 「刀剣ファン」編集部 天夢人

762.1 図解近現代日本音楽史 田中 健次 東京堂出版

783.5 ソフトテニス浅川陽介の「ショットを極めろ!」 浅川 陽介 ベースボール・マガジン社

783.7 スリルライフ 新庄 剛志 マガジンハウス

783.7 バット職人 名和 民夫 ベースボール・マガジン社

789.2 太極拳の教科書 楊 慧 新星出版社

789.8 忍者学研究 山田 雄司 中央公論新社

796 級位者のための将棋上達法 飯島 篤也 マイナビ出版

797.2 大人が楽しいトランプゲーム30選 すごろくや スモール出版

809.5 聞き出す力 近藤 勝重 幻冬舎

814 おいしい味の表現術 瀬戸 賢一 集英社インターナショナル



【予約の多い一般書】

1位　ディズニーキャストざわざわ日記

2位　人は聞き方が9割

3位  おかあさんライフ。　毎日一緒におさんぽ編

分類番号 書名 著者名 出版社

910.26 #寂聴さん 瀬尾 まなほ 東京新聞

913.6 六人の噓つきな大学生 浅倉 秋成 KADOKAWA

913.6 勘定侍柳生真剣勝負　5 上田 秀人 小学館

913.6 喧嘩屋 岡本 さとる 祥伝社

913.6 手習い師匠 岡本 さとる 祥伝社

913.6 女敵討ち 岡本 さとる 祥伝社

913.6 二度の別れ 岡本 さとる 祥伝社

913.6 忘れ形見 岡本 さとる 祥伝社

913.6 夢の女 岡本 さとる 祥伝社

913.6 タラント 角田 光代 中央公論新社

913.6 シャルロットのアルバイト 近藤 史恵 光文社

913.6 光る海 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 師匠 坂岡 真 光文社

913.6 花咲小路二丁目の寫眞館 小路 幸也 ポプラ社

913.6 人生の決算書 曽野 綾子 文藝春秋

913.6 獅子の寝床 知野 みさき 角川春樹事務所

913.6 0 堂場 瞬一 河出書房新社

913.6 おわかれはモーツァルト 中山 七里 宝島社

913.6 闘う君の唄を　上（大活字本） 中山 七里 埼玉福祉会

913.6 闘う君の唄を　下（大活字本） 中山 七里 埼玉福祉会

913.6 奇跡 林 真理子 講談社

913.6 クラスター 村澤 武彦 一粒書房

913.6 花見ぬひまの　上（大活字本） 諸田 玲子 埼玉福祉会

913.6 花見ぬひまの　下（大活字本） 諸田 玲子 埼玉福祉会

933.7 ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 早川書房

936 対テロ工作員になった私 トレイシー・ワルダー 原書房

973 ミシンの見る夢 ビアンカ・ピッツォルノ 河出書房新社

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　黒牢城

2位　探花

3位　塞王の楯

文学、エッセイ、小説ほか



請求記号 書名 著者名 出版社

007 絵でわかる10才からのAI入門 森川 幸人 ジャムハウス

007 10代と考える「スマホ」 竹内 和雄 岩波書店

031 はじまりはいつ?今につながるくらしと文化　社会 幸運社 汐文社

031 しつもん!ドラえもん　教えて!日本社会編 藤子・F・不二雄 小学館

209 海賊世界へタイムワープ 細雪 純 朝日新聞出版

210 最強の剣豪へタイムワープ イセケヌ 朝日新聞出版

210 忍者世界へタイムワープ イセケヌ 朝日新聞出版

210 本能寺の変へタイムワープ イセケヌ 朝日新聞出版

210 戦国合戦へタイムワープ トリル 朝日新聞出版

210 縄文世界へタイムワープ もとじろう 朝日新聞出版

210 歴史探偵Kのタイムワープ 一式 まさと 朝日新聞出版

210 関ケ原の戦いへタイムワープ 三好 直人 朝日新聞出版

210 大江戸文化へタイムワープ 市川 智茂 朝日新聞出版

210 戦国最強武将へタイムワープ 柏葉 比呂樹 朝日新聞出版

231 古代オリンピックへタイムワープ もとじろう 朝日新聞出版

290 新・世界の国々　10 帝国書院編集部 帝国書院

312 ニッポンの総理大臣 ニッポンの総理大臣編集部 学研プラス

314 国会のしごと大研究　 福岡 政行 岩崎書店

314 国会のしごと大研究　2 福岡 政行 岩崎書店

314 国会のしごと大研究　3 福岡 政行 岩崎書店

351 日本のすがた　2022 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

366 わたしらしくCジャンプ! 赤羽 じゅんこ 講談社

375
青春サプリ。

自分らしくあるために，心が元気になる、5つの部活ストーリー
青木 美帆 ポプラ社

375
青春サプリ。

好きだから負けたくない，心が元気になる、5つの部活ストーリー
田中 夕子 ポプラ社

404 どっちが強い!?X　11 エアーチーム KADOKAWA

407 やさしくわかる小学生の理科図鑑 水上 郁子 成美堂出版

407 わくわく自由研究　1・2年生 辻 健 国土社

407 わくわく自由研究　3年生 辻 健 国土社

407 わくわく自由研究　4年生 辻 健 国土社

407 わくわく自由研究　5年生 辻 健 国土社

417 表・グラフの読み方・つくり方 渡辺 美智子 PHP研究所

470 世界の植物大図鑑 サラ・ホゼ 河出書房新社

481 ほねほねアニマルボーン アンナ・クレイボーン 化学同人

489 どっちが強い!?オランウータンvsセンザンコウ ジノ KADOKAWA

491 どっちが強い!?からだレスキュー　 ホットブラッドソウルズ KADOKAWA

491 どっちが強い!?からだレスキュー　2 ホットブラッドソウルズ KADOKAWA

児童書



491 どっちが強い!?からだレスキュー　3 ホットブラッドソウルズ KADOKAWA

493 食物アレルギーサバイバル 飯野 晃 日本図書センター

502 おいしいごはんとあまいコーヒー 片川 優子 講談社

611 走れトラック、ねがいをのせて! 森埜 こみち 講談社

645 ドラえもん探究ワールドイヌの不思議 藤子・F・不二雄 小学館

686 地下鉄のサバイバル　2 ゴムドリco. 朝日新聞出版

750 ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう いしかわ まりこ 汐文社

814 イラストでわかる漢字使い分けじてん 卯月 啓子 成美堂出版

814 新語・流行語を追え! 田中 牧郎 小学館

834 英語ことば図鑑5000 アレン玉井光江 小学館

912 義経千本桜 越水 利江子 岩崎書店

912 曽根崎心中 近松 門左衛門 岩崎書店

912 菅原伝授手習鑑 金原 瑞人 岩崎書店

912 毛抜 石崎 洋司 岩崎書店

912 弁天小僧 那須田 淳 岩崎書店

949 子どもに語るアンデルセンのお話　 アンデルセン こぐま社

949 子どもに語るアンデルセンのお話 2 アンデルセン こぐま社

Fイ 6年1組黒魔女さんが通る!!　16 石崎 洋司 講談社

Fカ さかさまがっこう 苅田 澄子 文溪堂

Fク ぼくらは少年鑑定団! くすのき しげのり 講談社

Fタ 森のクリーニング店シラギクさん友だちになった日 高森 美由紀 あかね書房

Fト はたらく細胞 時海 結以 講談社

Fナ ママがブタになった日 南田 幹太 講談社

Fヒ レッツもよみます ひこ・田中 講談社

Fヒ 妖怪の子、育てます　 廣嶋 玲子 東京創元社

Fヨ はたらく細菌 吉田 はるゆき 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　どっちが強い!?オランウータンvsセンザンコウ

3位　地下鉄のサバイバル

請求記号 書名 著者名 出版社

Pア はるいちばん 青山 友美 講談社

Pア スプーンとフライパン 新井 洋行 佼成出版社

Pイ ダンボール イ ミョンハ TOY Publishing

Pオ ショートケーキになにのせる? おおの こうへい PHP研究所

Pカ セイロウさん かとう まふみ WAVE出版

Pシ ぱなしくん 柴田 ケイコ PHP研究所

紙芝居、絵本



Pス 大ピンチずかん 鈴木 のりたけ 小学館

Pタ ようかいむらのふしぎとしょかん たかい よしかず 国土社

Pナ ダーラナのひ nakaban 偕成社

Pナ ブルタちゃんのコロッケ グー! 長野 ヒデ子 世界文化ワンダークリエイト

Pナ やさいのがっこう いちごちゃんはやさいな なかや みわ 白泉社

Pハ こんとごん 早川 純子 福音館書店

Pヒ 妖怪横丁大運動会 広瀬 克也 絵本館

Pフ いっこでもにくまん ふじもと のりこ 世界文化ワンダークリエイト

Pミ あさだおはよう 三浦 太郎 童心社

Pミ でんせつのチョコレート みやにし たつや APeCa

Pヤ あんぱんまんとごりらまん やなせ たかし フレーベル館

Pヤ ラーメンのおうさま 山本 祐司 ほるぷ出版

★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。


