
２０２２年5月新着図書　（4月中に届いた本）

分類番号 書名 著者名 出版社

007.6 デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残し方+隠しかた 伊勢田 篤史 日本加除出版

070.1 何のために伝えるのか? 池上 彰 KADOKAWA

172 図解身近にあふれる「神社と神様」が3時間でわかる本 後藤 泰弘 明日香出版社

209 東大名誉教授がおしえる!建築でつかむ世界 本村 凌二 二見書房

291.3 るるぶ東京　'23 JTBパブリッシング

293 地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国 ジョン・タウンゼント 昭文社

295.3 地図でスッと頭に入るアメリカ50州 デイビッド・セイン 昭文社

324.2
すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる
最新空き家をめぐる法律と税金

旭 祐樹 三修社

331 池上彰の行動経済学入門 池上 彰 学研プラス

331.6 マルクスの資本論見るだけノート 白井 聡 宝島社

332.1 日本の経済安全保障 渡邉 哲也 宝島社

336.1 DX戦略見るだけノート 内山 悟志 宝島社

336.5 会社の片付け! 川井 かおる 日経BP日本経済新聞出版本部

338.1 世界一楽しい!会社四季報の読み方 藤川 里絵 SBクリエイティブ

365 あなたを狙う消費者トラブル40例 佐伯 理華 弘文堂

366.3 がんばりすぎないお仕事復帰BOOK 藤井 佐和子 KADOKAWA

367.7 息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかなるって本当ですか? 畠中 雅子 時事通信出版局

378.2 やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹 ナツメ社

379.9 子どもとつながる「お話」の魔法 シルカ・ローズ・ウエスト NHK出版

388.8 ことわざなるほど100話 福井 栄一 里文出版

404 科学のトリセツ 元村 有希子 毎日新聞出版

417.1 世の中は奇跡であふれている 鳥越 規央 WAVE出版

440 トコトンやさしい天文学の本 山口 弘悦 日刊工業新聞社

482 人類が滅ぼした動物の図鑑 Radek Malý 丸善出版

491.3 文系のためのめっちゃやさしい脳 河西 春郎 ニュートンプレス

491.3 知識ゼロでも楽しく読める!自律神経のしくみ 荒木 信夫 西東社

493.7 ウルトラ図解てんかん 赤松 直樹 法研

493.8 帯状疱疹治療大全 本田 まりこ 講談社

498.5 食品の栄養とカロリー事典 奥嶋 佐知子 女子栄養大学出版部

498.5 なにをどれだけ食べたらいいの? 香川 明夫 女子栄養大学出版部

501.6 最新水素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

501.8 トコトンやさしいユニバーサルデザインの本 宮入 賢一郎 日刊工業新聞社

514 トコトンやさしい道路の本 峯岸 邦夫 日刊工業新聞社

523.1 歩いて、食べる京都のおいしい名建築さんぽ 甲斐 みのり エクスナレッジ

524.2 名古屋で見つける化石・石材ガイド 西本 昌司 風媒社

一般書



537.2 きちんと知りたい!電気自動車メカニズムの基礎知識 飯塚 昭三 日刊工業新聞社

537.8 脱ペーパードライバー 森下 えみこ ナツメ社

537.9 ざんねんなクルマ図鑑 昭和自動車研究会 KADOKAWA

543 トコトンやさしい環境発電の本 山崎 耕造 日刊工業新聞社

572.1 トコトンやさしい二次電池の本 小山 昇 日刊工業新聞社

585 トコトンやさしい紙と印刷の本 前田 秀一 日刊工業新聞社

589.2 リセット!仕事服 松 はじめ 技術評論社

590.4 わたしの1ケ月1000円ごほうび おづ まりこ KADOKAWA

594 ハギレのレシピ ブティック社

594 スキル0でも一目でわかるソーイング大全 オルソン恵子 KADOKAWA

594 サイズが選べる犬のコート 水野 佳子 文化学園文化出版局

596.3 簡単なのにウマすぎる!もりもり野菜レシピ かっちゃん 毎日が発見

597.9 しない掃除 みな KADOKAWA

629.7 簡単DIYでできる花壇と寄せ植え 井上 まゆ美 主婦の友社

629.7 庭の楽しみ 境野 隆祐 翔泳社

648.1 ヨーグルトの本 向井 智香 エムディエヌコーポレーション

675.1 トコトンやさしい包装の本 石谷 孝佑 日刊工業新聞社

675.3 世界「失敗」製品図鑑 荒木 博行 日経BP

721.8 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子 国土社

754.9 ディズニー折り紙50 いしばし なおこ ブティック社

809.6 30分ファシリテーション 前田 鎌利 池田書店

814.7 大人の語彙力「時事教養」大全 齋藤 孝 KADOKAWA

【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 ジェイソン流お金の増やし方

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 京乱 上田 秀人 KADOKAWA

913.6 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 早川書房

913.6 珈琲店タレーランの事件簿　7 岡崎 琢磨 宝島社

913.6 チンギス紀　13 北方 謙三 集英社

913.6 無明 今野 敏 幻冬舎

913.6 独り立ち 佐伯 泰英 光文社

913.6 ひとり長兵衛 坂岡 真 小学館

913.6 月踊り 坂岡 真 小学館

913.6 漆花ひとつ 澤田 瞳子 講談社

913.6 悪の包囲 堂場 瞬一 文藝春秋

文学、エッセイ、小説ほか



913.6 駅に泊まろう!　4 豊田 巧 光文社

914.6 大人の流儀　11 伊集院 静 講談社

914.6 カムカムマリコ 林 真理子 文藝春秋

915.6 寂聴さん最後の手紙 瀬戸内 寂聴 朝日新聞出版

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　もう別れてもいいですか

2位　奇跡

3位　同志少女よ、敵を撃て

請求記号 書名 著者名 出版社

007 コンピュータ&プログラミングキャラ図鑑 石戸 奈々子 くもん出版

069 博物館のバックヤードを探検しよう! DK社 河出書房新社

159 小学生の何でもお悩み相談室 関 和之 旺文社

159 中学校に行くのが楽しくなる本 熊谷 雅之 みらいパブリッシング

159 続ける力 鳥居 志帆 旺文社

210 鎌倉時代からの挑戦状! 一式 まさと 朝日新聞出版

231 ナゾトキ・ハンター クレタ島の怪物を探せ タダタダ KADOKAWA

242 ナゾトキ・ハンター ピラミッドの謎を解け タダタダ KADOKAWA

289 ライトニング・メアリ アンシア・シモンズ 岩波書店

289 北条政子 加来 耕三 ポプラ社

299 ナゾトキ・ハンター 太平洋のゾンビ海賊団 タダタダ KADOKAWA

314 国会のしごと大研究　4 福岡 政行 岩崎書店

314 国会のしごと大研究　5 福岡 政行 岩崎書店

327 少年のための少年法入門 山下 敏雅 旬報社

375 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! 河出書房新社 河出書房新社

382 ちがいがわかるとおもしろい!　3 岡部 敬史 汐文社

407 わくわく自由研究　6年生 辻 健 国土社

410 世界一ひらめく!算数&数学の大図鑑 アンナ・ウェルトマン 河出書房新社

430 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 藤子・F・不二雄 小学館

440 星のサイエンス 藤子・F・不二雄 小学館

480 頂上決戦!日本の危険生物最強王決定戦 Creature Story 西東社

481 動物の見ている世界 ギヨーム・デュプラ 創元社

486 世界のチョウ大図鑑 福田 晴男 国土社

486 日本のチョウ大図鑑　1 福田 晴男 国土社

486 日本のチョウ大図鑑　2 福田 晴男 国土社

490 ドラえもん科学ワールドspecialみんなのための医学入門 藤子・F・不二雄 小学館

491 はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 講談社 講談社

491 人体 坂井 建雄 KADOKAWA

児童書



491 知のビジュアル大百科 人体 野田 泰子 すばる舎

493 はたらく細胞ワクチン&おくすり図鑑 講談社 講談社

519 はじめての脱炭素 すなだ ゆか 小峰書店

593 リサイクルでかんたん!エコ手芸 寺西 恵里子 新日本出版社

750 回転ずし・レジをつくろう いしかわ まりこ 汐文社

750 自動販売機・ふくびきをつくろう いしかわ まりこ 汐文社

911 百人一首 名木田 恵子 岩崎書店

912 東海道四谷怪談 金原 瑞人 岩崎書店

914 枕草子 令丈 ヒロ子 岩崎書店

915 おくのほそ道 那須田 淳 岩崎書店

915 更級日記 濱野 京子 岩崎書店

949 くまのピエール イブ・スパング・オルセン こぐま社

933ヘ 海を見た日 M.G.ヘネシー 鈴木出版

F むかしむかし　2 内田 麟太郎 文溪堂

Fイ つくしちゃんとおねえちゃん いとう みく 福音館書店

Fイ 伊勢物語 石崎 洋司 岩崎書店

Fイ 太平記 石崎 洋司 岩崎書店

Fイ 平家物語 石崎 洋司 岩崎書店

Fウ 香君　上 上橋 菜穂子 文藝春秋

Fウ 香君　下 上橋 菜穂子 文藝春秋

Fカ 18枚のポートレイト 柏葉 幸子 理論社

Fカ モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉 幸子 小峰書店

Fカ おばけのアッチあかちゃんはドドン! 角野 栄子 ポプラ社

Fカ 雨月物語 金原 瑞人 岩崎書店

Fカ 怪談牡丹灯籠 金原 瑞人 岩崎書店

Fカ 真景累ケ淵 金原 瑞人 岩崎書店

Fコ とりかえばや物語 越水 利江子 岩崎書店

Fコ 東海道中膝栗毛 越水 利江子 岩崎書店

Fコ 南総里見八犬伝 越水 利江子 岩崎書店

Fコ 落窪物語 越水 利江子 岩崎書店

Fサ うみのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fサ まちのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fサ やまのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fサ 学校のおばけずかん ハイ! 斉藤 洋 講談社

Fナ 古事記 那須田 淳 岩崎書店

Fナ 大鏡 那須田 淳 岩崎書店

Fハ 都会のトム&ソーヤ　19 はやみね かおる 講談社

Fヒ ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋 玲子 講談社

Fフ 地獄の金星ボスママは知っている 藤本 ひとみ 講談社

Fム げたばこかいぎ 村上 しいこ PHP研究所



Fム タブレット・チルドレン 村上 しいこ さ・え・ら書房

Fム フルーツふれんずイガグリくん 村上 しいこ あかね書房

Fレ 今昔物語集 令丈 ヒロ子 岩崎書店

【予約のある児童書】

1位　どっちが強い!?オランウータンvsセンザンコウ

2位　どっちが強い!?X　11

3位　地下鉄のサバイバル　2

請求記号 書名 著者名 出版社

Pイ パンダのんびりたいそう いりやま さとし 講談社

Pオ くだもののずかん 大森 裕子 白泉社

Pク おうちりくじょうグランプリ 国松 エリカ 文研出版

Pサ みてみておばけ ささき みお 国土社

Pサ みてみておひげ ささき みお 国土社

Pサ のいちごつみ さとう わきこ 福音館書店

Pシ なまけていません。 柴田 ケイコ パイインターナショナル

Pス ぼくのねこ 鈴木 のりたけ PHP研究所

Pタ すうがくでせかいをみるの ミゲル・タンコ ほるぷ出版

Pト げんこつやまのたぬきさん とよた かずひこ 世界文化ワンダークリエイト

Pト ないしょないしょのももんちゃん とよた かずひこ 童心社

Pナ たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや みわ 学研教育みらい

Pナ おとがあふれてオムライス 夏目 義一 福音館書店

Pフ ばあばにえがおをとどけてあげる イザベル・フォラス 評論社

Pミ おだんごころころ MICAO 偕成社

Pム はやくしなさい! 村上 康成 金の星社

Pヨ かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ シンスケ 白泉社

★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


