
２０２２年８月新着図書　（７月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

007.5 大きな字でわかりやすいGoogleグーグル入門 AYURA 技術評論社

007.6 仕事で役立つ!PDF完全マニュアル 桑名 由美 秀和システム

024 本屋という仕事 三砂 慶明 世界思想社

104 中高生のための哲学入門 小川 仁志 ミネルヴァ書房

159.6 女性の覚悟 坂東 眞理子 主婦の友社

159.7 80歳の壁 和田 秀樹 幻冬舎

238.6 中学生から知りたいウクライナのこと 小山 哲 ミシマ社

280.4 偉人メシ伝 真山 知幸 笠間書院

291.3 るるぶ栃木　'23 JTBパブリッシング

291.7 るるぶ岡山倉敷蒜山　'23 JTBパブリッシング

302.2 知らないと恥をかく中国の大問題 池上 彰 KADOKAWA

311.7 図解でわかる14歳から考える民主主義 インフォビジュアル研究所 太田出版

311.7 そもそも民主主義ってなんですか? 宇野 重規 東京新聞

326.4 死刑について 平野 啓一郎 岩波書店

335 13歳からの経営の教科書 岩尾 俊兵 KADOKAWA

336.4 Z世代・さとり世代の上司になったら読む本 竹内 義晴 翔泳社

336.9 ざっくりわかる簿記の本 宇田川 敏正 新星出版社

338 60分でわかる!暗号資産超入門 開米 瑞浩 技術評論社

366.1 知らないと損する労働法の超基本 石井 孝治 日本実業出版社

367.3
よけいなひと言をわかりあえるセリフに変える
親子のための言いかえ図鑑

大野 萌子 サンマーク出版

368.7 非行少年たちの神様 堀井 智帆 青灯社

369.2 親が子どもになるころに 細川 貂々 創元社

376.8 人間科学部 大岳 美帆 ぺりかん社

376.8 教養学部 木村 由香里 ぺりかん社

376.8 経済学部 山下 久猛 ぺりかん社

379.9 0～18歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育 ティム・セルダン 創元社

382.1 日本の絶滅危惧知識 吉川 さやか ベストセラーズ

450.9 東海・北陸のジオサイトを味わう 森 勇一 風媒社

451.8 世界の気候と天気のしくみ 今井 明子 産業編集センター

455.8 土砂災害の疑問55 日本応用地質学会災害地質研究部 成山堂書店

491.3 知識ゼロでも楽しく読める!人体のしくみ 大和田 潔 西東社

493.6 いくつになっても「骨」は育つ! 今泉 久美 文化学園文化出版局

493.7 なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 恩蔵 絢子 中央法規出版

494.8 ウルトラ図解乾癬 朝比奈 昭彦 法研

496 子どもの目を守る本 三木 淳司 講談社



498.3 ボケないための笑いヨガ 高田 佳子 春陽堂書店

498.4 体の不調がスーッと消える「天気痛さん」の本 佐藤 純 扶桑社

537.2 EVのリアル 深尾 幸生 日経BP日本経済新聞出版

593.3 イチバン親切なおさいほうの教科書 クライ・ムキ 新星出版社

596 冷凍食品アレンジ神レシピ大全123品+∞ タケムラ ダイ 宝島社

596 ホットサンドメーカーで作れる最高においしいレシピ 野川 彩 扶桑社

614.6 農家が教える農家の土木 農文協 農山漁村文化協会

615.8 農家が教える酢とことん活用読本 農文協 農山漁村文化協会

627 はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀 有子 主婦の友社

689.5 るるぶハウステンボス　[2022] JTBパブリッシング

757.3 世界のふしぎな色の名前 城 一夫 グラフィック社

768.1 やさしい大正琴講座　[2022] 泉田 由美子 自由現代社(発売)

782 50代・60代からのランニングBOOK ランニングマガジンcourir ベースボール・マガジン社

811.2 漢字の使い分け図鑑 円満字 二郎 講談社

814 あいまい・ぼんやり語辞典 森山 卓郎 東京堂出版

837.8 一度読んだら絶対に忘れない英会話の教科書 牧野 智一 SBクリエイティブ

【予約の多い一般書】

1位　80歳の壁

2位　ディズニーキャストざわざわ日記

3位  ジェイソン流お金の増やし方

文学、エッセイ、小説ほか

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 武士の流儀　7 稲葉 稔 文藝春秋

913.6 開運わん市 倉阪 鬼一郎 実業之日本社

913.6 任俠楽団 今野 敏 中央公論新社

913.6 狂う潮 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 浮世小路の姉妹 佐伯 泰英 光文社

913.6 ふるさと銀河線　上（大活字本） 高田 郁 埼玉福祉会

913.6 ふるさと銀河線　下（大活字本） 高田 郁 埼玉福祉会

913.6 鷹の系譜 堂場 瞬一 講談社

913.6 ザ・ベストミステリーズ　2022 日本推理作家協会 講談社

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　マスカレード・ゲーム

2位　子宝船

3位　剣持麗子のワンナイト推理



児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

002 勉強は役に立つ オオタ ヤスシ 旺文社

031 モノのなまえ事典 杉村 喜光 ポプラ社

289 宇喜多秀家 加来 耕三 ポプラ社

307 中学入試くらべてわかるできる子図鑑社会 旺文社

320 大人になってこまらないマンガで身につく法 鹿田 昌 金の星社

320 知っておきたい法律 小豆だるま 旺文社

338 13歳からの3000円投資生活 横山 光昭 アスコム

385 おさほうえほん 高濱 正伸 日本図書センター

407 中学入試くらべてわかるできる子図鑑理科 旺文社

443 星と星座 永田 美絵 KADOKAWA

454 のぞく図鑑穴 宮田 珠己 小学館

470 NHK子ども科学電話相談植物スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班 NHK出版

480 NHK子ども科学電話相談動物スペシャル! NHK「子ども科学電話相談」制作班 NHK出版

480 いきものとくらすための7つの約束 今泉 忠明 講談社

490 生命倫理のレッスン 小林 亜津子 筑摩書房

518 ごみ清掃のお仕事 押田 五郎 解放出版社

530 押す図鑑ボタン 西村 まさゆき 小学館

602 ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる! 藤子・F・不二雄 小学館

645 牛の教え 群羊社

645 豚・鶏の教え 群羊社

760 小学生のためのはじめての「クラシック音楽」 「子どもとクラシック音楽」研究会 メイツユニバーサルコンテンツ

761 楽しくわかる!小学生のための楽譜の読み方&リズムのきほん 侘美 秀俊 シンコーミュージック・エンタテイメント

780 中高生のスポーツハローワーク 学研プラス

795 じぶんでよめるはじめての囲碁 羽根 直樹 成美堂出版

813 ことわざ・四字熟語新辞典 深谷 圭助 受験研究社

933ロ ひみつの地下図書館　1 アビー・ロングスタッフ ほるぷ出版

934ロ ひみつの地下図書館　2 アビー・ロングスタッフ ほるぷ出版

Fイ 6年1組黒魔女さんが通る!!　17 石崎 洋司 講談社

Fキ ニャンパーのキャンプだよ! 北川 チハル 岩崎書店

Fク はじめましてのダンネバード 工藤 純子 くもん出版

Fク 夜カフェ　12 倉橋 燿子 講談社

Fテ あやかし協定 天川 栄人 集英社

Fト ヌラリヒョン・パパにまかせなさい! オソロシ山のながれ星 富安 陽子 理論社

Fナ ひろしまの満月 中澤 晶子 小峰書店

Fフ しゅくだいドッジボール 福田 岩緒 PHP研究所

Fム みけねえちゃんにいうてみな ぼくはおにいちゃん 村上 しいこ 理論社

Fム 黄色い竜 村上 康成 徳間書店



Fモ おひさまやのハンカチ 茂市 久美子 講談社

Fヨ はたらく細菌　3 吉田 はるゆき 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　どっちが強い!?からだレスキュー　シリーズ

3位　香君　上・下

紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Pア いい一日ってなあに? ミーシャ・アーチャー BL出版

Pカ あつめる!はこぶ!せいそうしゃ 片平 直樹 交通新聞社

Pコ ぜったいにおしちゃダメ? ビル・コッター サンクチュアリ出版

Pサ がっこうにまにあわない ザ・キャビンカンパニー あかね書房

Pシ ドーナツペンタくん 柴田 ケイコ 白泉社

Pタ なんでもかいけつ!テレビマンボルフ 高畠 じゅん子 教育画劇

Pタ おおきいちいさい たけうち ちひろ BL出版

Pタ おばけのかわをむいたら たなか ひかる 文響社

Pテ なみのむこうに ブリッタ・テッケントラップ BL出版

Pト ちゃぷちゃぷぷーん 及川 賢治 福音館書店

Pト 夜をあるく マリー・ドルレアン BL出版

Pハ まっくらあそびしようよ! はた こうしろう ほるぷ出版

Pフ かきごおりおまちどおさま ふくだ じゅんこ WAVE出版

Pミ ちびちびパンダ みやにし たつや 金の星社

★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。


