
２０２２年９月新着図書　（８月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

104 哲学者たちの思想、戦わせてみました 畠山 創 SBクリエイティブ

162 一冊でわかるイラストでわかる図解宗教史 塩尻 和子 成美堂出版

210 目でみる日本史 岡部 敬史 東京書籍

288.2 江戸の庶民から武士まで200年家系図をつくる 橋本 雅幸 旬報社

291 今こそ学びたい日本のこと 蜂谷 翔音 地球の歩き方

291.7 るるぶ山口萩下関　'23 JTBパブリッシング

312.1 社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる 池上 彰 KADOKAWA

324.1 印鑑の基礎知識 寺澤 正孝 きんざい

336.3 ミスやトラブルが激減するリーダーの報・連・相 相田 吉雄 明日香出版社

361.4 「女子ボス」のトリセツ 川村 佳子 フォレスト出版

367.7 終活! 後閑 愛実 まこといちオフィス

369.1 福祉サービスの法律と手続き 若林 美佳 三修社

369.2 わたし生活保護を受けられますか 三木 ひとみ ペンコム

372.1 ルポ誰が国語力を殺すのか 石井 光太 文藝春秋

378.8 子どもと家族のためのADHDサポートブック 市川 宏伸 成美堂出版

379.9 敏感っ子の子育てがよくわかる本 長岡 真意子 日本図書センター

385.9 おしゃれなラッピングレッスン 宮岡 宏会 学研プラス

420 「高校の物理」が一冊でまるごとわかる 小川 慎二郎 ベレ出版

486.4 「ゴキブリ嫌い」だったけどゴキブリ研究はじめました 柳澤 静磨 イースト・プレス

486.4 ゴキブリハンドブック 柳澤 静磨 文一総合出版

493.2 名医が教える高血圧の治し方 富野 康日己 法研

493.4 ウルトラ図解肝炎・肝硬変・肝がん 永井 英成 法研

493.7 ストレス脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社

493.9 感覚過敏の僕が感じる世界 加藤 路瑛 日本実業出版社

493.9
新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て
「これってほんと?」答えます

今西 洋介 西東社

498.3 40代からシニアまで睡眠の悩み 三島 和夫 NHK出版

498.3 血流ゼロトレ 堀江 昭佳 サンマーク出版

537 自動車のしくみパーフェクト事典 古川 修 ナツメ社

537.9 自分でできる!バイク・メンテナンス 源 ナツメ社

559 戦争と科学者 安斎 育郎 かもがわ出版

588 よくわかる最新代替肉の基本と仕組み 齋藤 勝裕 秀和システム

593.5 日本一の洗濯屋が教える汚れ落としの神ワザ 洗濯ブラザーズ 宝島社

596.2 おうち台湾菜 沼口 ゆき 主婦の友社

597.5 無印良品ラクして片づく収納術 主婦の友社

598.2 世界一受けたい出産準備の講義 佐藤 彩那 クロスメディア・パブリッシング



598.5 湘南ERが教える大切な人を守るための応急手当 湘南ER KADOKAWA

666.7 いちばんよくわかる!カメの飼い方・暮らし方 だっくす小峰 成美堂出版

670.9 メールで「失礼な人」にならない方法 中村 圭 きずな出版

774 知識ゼロからの歌舞伎入門 松本 幸四郎 幻冬舎

830.7 0歳から始める!英語絵本音読メソッド 小林 妙子 三笠書房

【予約の多い一般書】

1位　80歳の壁

2位　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

3位 おうち性教育はじめます

文学、エッセイ、小説ほか

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 居酒屋ぼったくり　おかわり!3 秋川 滝美 アルファポリス

913.6 戦端 上田 秀人 講談社

913.6 チンギス紀　14 北方 謙三 集英社

913.6 八丁越 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 掬えば手には 瀬尾 まいこ 講談社

913.6 想い出すのは 田牧 大和 文藝春秋

913.6 小さき王たち　第2部 堂場 瞬一 早川書房

913.6 こいごころ 畠中 恵 新潮社

913.6 よって件のごとし 宮部 みゆき KADOKAWA

914.6 スマホになじんでおりません 群 ようこ 文藝春秋

916 1945わたしの満洲脱出記 稲毛 幸子 ハート出版

929.1 夢を売る百貨店 イ ミイェ 文響社

933.7 優等生は探偵に向かない ホリー・ジャクソン 東京創元社

936 自閉症のぼくは書くことで息をする ダーラ・マカナルティ 辰巳出版

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　子宝船

2位　夜に星を放つ

3位　任俠楽団

児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

159 中学生のためのテストの段取り講座 坂口 恭平 晶文社

210 「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田 和 ポプラ社

225 ナゾトキ・ハンター インドの巨神像バトル タダタダ KADOKAWA

299 ナゾトキ・ハンター 人食いザメが守る島 タダタダ KADOKAWA

320 法律がわかる!桃太郎こども裁判 岩貞 るみこ 講談社



320 その事件、こども弁護士におまかせ! 山崎 聡一郎 KADOKAWA

366 これでかせげる!?激レアおしごとファイル カルロス矢吹 ポプラ社

369 障害者ってだれのこと? 荒井 裕樹 平凡社

383 めちゃうま!?昆虫食事典 内山 昭一 大泉書店

404 どっちが強い!?X　12 エアーチーム KADOKAWA

404 知れば知るほど好きになる科学のひみつ 本田 隆行 高橋書店

407 小学生からのわくわく!おうち実験室 市岡 元気 アスコム

431 みんなが知りたい!元素のすべて 「元素のすべて」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ

457 ほんとうは“よわい恐竜”じてん 土屋 健 KADOKAWA

480 せつない!いきものの死に方図鑑 今泉 忠明 宝島社

480 なんでも釣り上げてみる本 上石神井小学校しぜん探検隊 成美堂出版

480 びっくり!動物園のおしごと大図鑑 DK社 河出書房新社

481 だれのからだ? 有沢 重雄 偕成社

481 すごい毒の生きもの図鑑 船山 信次 中央公論新社

484 どっちが強い!?ミズダコvsノコギリエイ スライウム KADOKAWA

489 立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 佐藤 真澄 静山社

540 小学生からの電気図鑑 TDG電気指導会 オーム社

611 食糧危機のサバイバル ゴムドリco. 朝日新聞出版

667 宇宙食になったサバ缶 小坂 康之 小学館

709 世界遺産を救え! レオ・ホプキンソン 創元社

726 おしりダンディ ザ・ヤング　くものおうこく トロル 集英社

811 漢字が日本語になるまで 円満字 二郎 筑摩書房

902 はじめて読む!海外文学ブックガイド 越前 敏弥 河出書房新社

933リ クマのプーさんのむかしむかし ジェーン・リオーダン 文化学園文化出版局

943 ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス ミヒャエル・エンデ 小学館

F 映画ざんねんないきもの事典ストーリーブック 主婦と生活社

F むかしむかし　3 内田 麟太郎 文溪堂

F みちのく妖怪ツアー　5 佐々木 ひとみ 新日本出版社

Fコ せんたくかごのないしょのはなし　げたげたばこ こがしわ かおり あかね書房

Fサ がっこうのおばけずかん 斉藤 洋 講談社

Fテ あやかし協定　2 天川 栄人 集英社

Fニ 消えた図書室 西村 友里 学研プラス

Fハ かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる! 原 ゆたか ポプラ社

Fヒ ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋 玲子 講談社

Fフ つぶやく死霊は知っている 藤本 ひとみ 講談社

Fミ キャベたまたんていおとぎ世界でじけんはっせい!?　 三田村 信行 金の星社

Fレ 妖怪コンビニ 令丈 ヒロ子 あすなろ書房



紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Pア こうもり アヤ井 アキコ 偕成社

Pア へんてこはやくちことば 新井 洋行 小峰書店

Pイ はだしであるく 石川 えりこ あすなろ書房

Pイ はたけの絵本 いわむら かずお 創元社

Pウ 森のなかの小さなおうち エリザ・ウィーラー 工学図書

Pウ ねずみくんはカメラマン 上野 紀子 ポプラ社

Pク 10ぴきねこちゃん エミリー・グラヴェット 小学館

Pコ めをさませ 五味 太郎 絵本館

Pサ まよなかのおしっこ さいとう しのぶ KADOKAWA

Pタ ペンギンたんけんたい 高畠 純 講談社

Pタ さんぽっぽ たなか しん パイインターナショナル

Pニ トイレトイレ 西村 敏雄 小学館

Pム ビーバーくんとポプラのき むらかみ ひとみ イマジネイション・プラス

Pヤ じゃーんけん 山岡 ひかる アリス館

【予約のある児童書】

1位　つくしちゃんとおねえちゃん

2位　りんごの木を植えて

3位　みんなのためいき図鑑

★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。


