
　　　　２０２２年6月新着図書　（5月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

147 花を飾ると、神舞い降りる 須王 フローラ サンマーク出版

159.7 70代で死ぬ人、80代でも元気な人 和田 秀樹 マガジンハウス

210.5 江戸の組織人 山本 博文 朝日新聞出版

290 読むだけで世界地図が頭に入る本 井田 仁康 ダイヤモンド社

291.2 るるぶ山形　'23 JTBパブリッシング

291.4 新潟佐渡　'23 昭文社

291.5 日帰りウォーキング東海　[2022] JTBパブリッシング

291.5 ほんとうに気持ちいいキャンプ場100　東海版 2022/2023年 BE-PAL編集部 小学館

291.7 松江・出雲 石見銀山　'23 昭文社

302.2 台湾を知るための72章 赤松 美和子 明石書店

302.3 池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 池上 彰 小学館

324.7 この1冊でわかるもめない遺産分割の進め方 川崎 公司 合同フォレスト

327.1 じつは裁判所ってこんな所なんです! 中村 圭一 ごま書房新社

327.8 少年法がよくわかる本 廣瀬 健二 秀和システム

336.4 マスク時代リモート時代の新コミュニケーション 竹内 一郎 春陽堂書店

361 社会学の名著50冊が1冊でざっと学べる 岡本 裕一朗 KADOKAWA

364 社会保障あんしん教室 藤岡 夕里子 日本法令

364.6 私の老後私の年金 長尾 義弘 河出書房新社

379.9 子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おしごと」 丘山 亜未 青春出版社

420.4 世界はこうしてできている美しい物理のしくみ 川村 康文 西東社

483.9 ヒルは木から落ちてこない。 樋口 大良 山と溪谷社

493.1 完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 長尾 和宏 講談社

493.4 甲状腺の病気といわれたら 西川 光重 NHK出版

493.6 ウルトラ図解骨粗鬆症 竹内 靖博 法研

494.5 がんサバイバーのための皮膚障害セルフケア
日本がんサポーティブケア学

会Oncodermatology部会
小学館クリエイティブ

496 「目」のトリセツ 杉田 美由紀 主婦の友社

502.1 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男 笠間書院

521.8 ざんねんなお城図鑑 おぐし 篤 イカロス出版

527 安くて小さい家を建てる方法のすべてがわかる本 主婦の友社 主婦の友社

593.3 リバティプリント新しいクチュール 阿部 真理 文化学園文化出版局

596 47都道府県日本全国地元食図鑑 菅原 佳己 平凡社

596.6 糖質オフのズボラやせおやつ うる ワニブックス

597.5 人生が変わる紙片づけ! 石阪 京子 ダイヤモンド社

599 心と体がぐんぐん育つ赤ちゃんのあそび大全 小西 行郎 KADOKAWA

599.3 うたまるごはんのかんたんフリージング離乳 うたまるごはん 学研プラス



620 植物との暮らし方超入門 ビリ 山と溪谷社

777.1 14歳からの文楽のすゝめ 竹本 織太夫 実業之日本社

【予約の多い一般書】

1位　ジェイソン流お金の増やし方

2位　ディズニーキャストざわざわ日記

3位  わたしの1ケ月1000円ごほうび

文学、エッセイ、小説ほか

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 本所寿司人情 倉阪 鬼一郎 光文社

913.6 鬼役　32 坂岡 真 光文社

913.6 ショートケーキ。 坂木 司 文藝春秋

913.6 流転 笹本 稜平 双葉社

913.6 後宮の烏　7 白川 紺子 集英社

913.6 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立 宝島社

913.6 小さき王たち　第1部 堂場 瞬一 早川書房

913.6 夜が明ける 西 加奈子 新潮社

913.6 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社

929.1 三十の反撃 ソン ウォンピョン 祥伝社

933.7 自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン 東京創元社

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　マスカレード・ゲーム

2位　同志少女よ、敵を撃て

3位　もう別れてもいいですか

児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

222 キャラ絵で学ぶ!三国志図鑑 伊藤 賀一 すばる舎

289 捨てないパン屋の挑戦 井出 留美 あかね書房

290 小学生のための世界地図帳 学習地理研究会 メイツユニバーサルコンテンツ

291 この都道府県が第一号! 汐文社

323 日本国憲法で鬼ケ島を救え! 河村 万理 朝日新聞出版

333 SDGsキャラクター図鑑 秋山 宏次郎 日本図書センター

375 青春サプリ。 日比野 恭三 ポプラ社

480 ざんねんないきもの事典　やっぱり 今泉 忠明 高橋書店

486 空想科学昆虫図鑑 柳田 理科雄 西東社

498 10歳からの学校では教えてくれない健康とからだ 野口 緑 池田書店

556 戦争と平和の船、ナッチャン 半田 滋 講談社



600 るるぶどこからきたの?食べもの&くらしイラスト大図鑑 JTBパブリッシング

933 ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング 徳間書店

933 ロウリーのいい子怪談ばなし ジェフ・キニー ポプラ社

Fア 小梅の七つのお祝いに 愛川 美也 講談社

Fオ りんごの木を植えて 大谷 美和子 ポプラ社

Fク 風の神送れよ 熊谷 千世子 小峰書店

Fヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　17 廣嶋 玲子 偕成社

Fミ ふしぎ町のふしぎレストラン　5 三田村 信行 あかね書房

Fヤ セカイを科学せよ! 安田 夏菜 講談社

Fヨ はたらく細菌　2 吉田 はるゆき 講談社

Fレ 病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子 講談社

【予約のある児童書】

1位　ドラえもん科学ワールドspecialみんなのための医学入門

2位　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

3位　地下鉄のサバイバル　2

紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Pア おなまえおしえて 新井 洋行 偕成社

Pエ わたしはいいこ? えがしら みちこ 小学館

Pエ おすしやさんにいらっしゃい! 遠藤 宏 岩崎書店

Pコ わたあめ 近藤 未奈 講談社

Pト おんぷちゃんとねこ とよた かずひこ ひさかたチャイルド

Pナ おいなりさん 中川 学 アリス館

Pハ あげる はらぺこめがね 佼成出版社

Pフ 111本の木 こだま ともこ 光村教育図書

Pヤ アンパンマンとたけとんぼまん やなせ たかし フレーベル館

Pヤ アンパンマンとムシバラス やなせ たかし フレーベル館

★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。


