
２０２２年７月新着図書　（６月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

007.3 SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下 由多加 ジャムハウス

007.3 メタバースがよくわかる本 松村 雄太 秀和システム

159.7 老いて今日も上機嫌! 石川 恭三 河出書房新社

210.4 一冊でわかる室町時代 大石 学 河出書房新社

291.5 おいしい道の駅ドライブ　名古屋・東海　[2022] 昭文社

291.5 なごやの古道・街道を歩く 池田 誠一 風媒社

291.5 東海日帰りハイキングこだわり徹底徹底コースガイド 東海山歩き倶楽部 メイツユニバーサルコンテンツ

291.6 京阪神発おいしい道の駅ドライブ　[2022] 昭文社

304 それでも、世界はよくなっている ラシュミ・サーデシュパンデ 亜紀書房

318.6 地域おこし協力隊の強化書 畠田 千鶴 ビジネス社

318.8 自治会・町内会負担軽減&IT活用事例ブック 水津 陽子 実業之日本社

320 法律トラブルを解決するならこの1冊 國部 徹 自由国民社

329.3 紛争地のポートレート 白川 優子 集英社クリエイティブ

361.4 部下後輩年下との話し方 五百田 達成 ディスカヴァー・トゥエンティワン

369.7 ボランティア活動の責任 溝手 康史 共栄書房

379.9 子育てで毒親になりそうなとき読んでほしい本 井上 智介 主婦の友社

383.8 世界の地元メシ図鑑 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

489.5 日本クマ事件簿 三才ブックス

491.3 人体のふしぎ見るだけノート 坂井 建雄 宝島社

493.7 最新頭痛の治し方大全 丹羽 潔 扶桑社

493.7 うつ病治療大全 野村 総一郎 講談社

493.9 起立性調節障害<OD> 田中 大介 講談社

498.3 今日から減酒! 倉持 穣 主婦の友社

498.3 やせる!ウォーキング 長坂 靖子 主婦の友社

498.5 糖質制限で健康を保つつくりおきと簡単おかず 田中 明 成美堂出版

537.9 よくわかる最新バイクの基本と仕組み 青木 タカオ 秀和システム

540 よくわかる電気 佐々木 一平 ユーキャン学び出版

596 志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ タサン志麻 マガジンハウス

596.3 JA全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 JA全農広報部 KADOKAWA

596.3 今日のうどん 満留 邦子 成美堂出版

662.1 図解知識ゼロからの現代漁業入門 濱田 武士 家の光協会

681.3 高齢ドライバーの意識革命 松浦 常夫 福村出版

724.4 イチバン親切な水彩画の教科書 上田 耕造 新星出版社

766.1 オペラのひみつ 岸 純信 メイツユニバーサルコンテンツ

783.4 サッカー 西田 勝彦 ベースボール・マガジン社



795 誰でも使える!囲碁手筋の基本と実践 水間 俊文 マイナビ出版

797.5 麻雀1年目の教科書 千羽 黒乃 竹書房

【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　花を飾ると、神舞い降りる

3位 人生が変わる紙片づけ!

文学、エッセイ、小説ほか

分類番号 書名 著者名 出版社

911.7 中島みゆき詩集 中島 みゆき 角川春樹事務所

913.6 下町やぶさか診療所　3 池永 陽 集英社

913.6 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 幻冬舎

913.6 あきらめません! 垣谷 美雨 講談社

913.6 石礫 今野 敏 光文社

913.6 <磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路 幸也 光文社

913.6 ハロー・グッドバイ 小路 幸也 集英社

913.6 マウンテンガールズ・フォーエバー 鈴木 みき エイアンドエフ

913.6 夢をかなえるゾウ　0 水野 敬也 文響社

913.6 子宝船 宮部 みゆき PHP研究所

933.7 その裁きは死 アンソニー・ホロヴィッツ 東京創元社

933.7 メインテーマは殺人 アンソニー・ホロヴィッツ 東京創元社

933.7 噓の木 フランシス・ハーディング 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　剣持麗子のワンナイト推理

3位　同志少女よ、敵を撃て

児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

141 12歳から始めるあがらない技術 鳥谷 朝代 秀和システム

160 こども世界の宗教 島薗 進 カンゼン

219 ももちゃんのピアノ 柴田 昌平 ポプラ社

281 お札に登場した偉人たち21人 河合 敦 あすなろ書房

375 調べるって、おもしろい!! 図書館振興財団 岩崎書店

404 理科と算数で検証したら、わかってしまった昔話の真実　1 柳田 理科雄 フレーベル館

404 理科と算数で検証したら、わかってしまった昔話の真実　2 柳田 理科雄 フレーベル館

407 実験対決　41 洪 鐘賢 朝日新聞出版

443 ブラックホールってなんだろう? 嶺重 慎 福音館書店



451 もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎 KADOKAWA

451 空を見上げてわかること 斉田 季実治 PHP研究所

451 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　1 武田 康男 ポプラ社

451 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　2 武田 康男 ポプラ社

451 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　3 武田 康男 ポプラ社

451 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　4 武田 康男 ポプラ社

451 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　5 武田 康男 ポプラ社

451 気象予報士と学ぼう!天気のきほんがわかる本　6 武田 康男 ポプラ社

491 寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ ヴィッキー・ウッドゲート 創元社

726 おしりダンディ ザ・ヤング　ドラゴンへのみち! トロル 集英社

933ク 本おじさんのまちかど図書館 ウマ・クリシュナズワミー フレーベル館

933モ 赤毛のアン L.M.モンゴメリ 講談社

Fア ジャレットのミント♥コレクション あんびる やすこ ポプラ社

Fイ 海をわたる動物園 いちかわ けいこ アリス館

Fイ あっちもこっちもこの世はもれなく いとう みく PHP研究所

Fオ ないしょの五日間 岡田 淳 偕成社

Fス おかげさまで名探偵 杉山 亮 偕成社

Fス ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック 杉山 亮 偕成社

Fト ヌラリヒョン・パパにまかせなさい! ドロロン村のなかまたち 富安 陽子 理論社

Fナ はりねずみのノート屋さん ななもり さちこ 福音館書店

Fヒ かみさまのベビーシッター　2 廣嶋 玲子 理論社

Fフ たぶんみんなは知らないこと 福田 隆浩 講談社

Fム あそび室の日曜日 村上 しいこ 講談社

【予約のある児童書】

1位　ふしぎ駄菓子屋銭天堂　17

2位　地下鉄のサバイバル　2

3位　どっちが強い!?からだレスキュー シリーズ

紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Pア クッキーのおべんとうやさん 安西 水丸 クレヴィス

Pア クッキーのぼうしやさん 安西 水丸 クレヴィス

Pタ た 田島 征三 佼成出版社

Pタ なきむしせいとく たじま ゆきひこ 童心社

Pニ てるてるぼうずさん 西村 敏雄 白泉社

Pフ へびながすぎる ふくなが じゅんぺい こぐま社

Pフ もふっ ふじい ともみ アリス館

Pマ ことりのデパート まるやま あやこ 世界文化ワンダークリエイト

Pヤ かえるのほんや やぎ たみこ PHP研究所



Pワ いただきますのおやくそくだもの わたなべ あや あかね書房

★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。


