
２０２２年１０月新着図書　（９月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

007.1 文系のためのめっちゃやさしい人工知能 松原 仁 ニュートンプレス

015 調べ物に役立つ図書館のデータベース 小曽川 真貴 勉誠出版

021.2 SNS別最新著作権入門 井上 拓 誠文堂新光社

140 はじめての心理学 内藤 誼人 成美堂出版

143 アタッチメントがわかる本 遠藤 利彦 講談社

210.1 もういちど読みとおす山川新日本史　上 大津 透 山川出版社

210.1 もういちど読みとおす山川新日本史　下 大津 透 山川出版社

291 るるぶ縄文 JTBパブリッシング

291 しまずかん こにし けい 講談社

292.7 地図でスッと頭に入る中東&イスラム30の国と地域 高橋 和夫 昭文社

318.4 図解よくわかる地方議会のしくみ 武田 正孝 学陽書房

324.1 教えて南部先生!18歳成人Q&A 南部 義典 シーアンドアール研究所

364 社会保障のトリセツ 山下 慎一 弘文堂

364.6 世界一やさしい障害年金の本 相川 裕里子 学研プラス

365.3 マイホームを買いたい! 倉田 けい 朝日新聞出版

367.5 どうして男はそうなんだろうか会議 澁谷 知美 筑摩書房

367.7 80代で見つけた生きる幸せ G3sewing KADOKAWA

369 「ヤングケアラー」とは誰か 村上 靖彦 朝日新聞出版

369.2 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 鹿内 幸四朗 大和出版

369.3 熊本地震の真実 鈴木 康弘 明石書店

371.4 マンガで読む学校に行きたくない君へ 棚園 正一 ポプラ社

375 元バカによるバカのための勉強100カ条! でんがん SBクリエイティブ

379.9 ちょっと気になる子育ての困りごと解決ブック! 加藤 紀子 大和書房

385.9 大人の若見えを叶えるしぐさとふるまい 諏内 えみ 大和書房

400 小学校6年間の理科が面白いほど解ける65のルール 倉橋 修 明日香出版社

471.9 禁断の毒草事典 Rustica Éditions グラフィック社

480.7 日本の美しい水族館 銀鏡 つかさ エクスナレッジ

489.5 レッサーパンダ風太一家 中野 志保 河出書房新社

491.1 脳と神経のしくみ・はたらきゆるっと事典 坂井 建雄 永岡書店

493.6 「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けBOOK 町田 秀樹 主婦の友社

493.7 発達障害の人が見ている世界 岩瀬 利郎 アスコム

494.7 股関節痛の教科書 齊藤 貴志 池田書店

496.6 マンガAPD／LiDって何!? きょこ 合同出版

498.5 食べるお茶のススメ 梁川 正 クリエイツかもがわ

498.5 「70歳の壁」を乗りこえる老けない食べ方 和田 秀樹 宝島社



499.7
ドラッグストアで買えるあなたに合った薬の選び方を
頼れる薬剤師が教えます

児島 悠史 羊土社

537 トコトンやさしい自動運転の本 クライソン トロンナムチャイ 日刊工業新聞社

537.9 ますます!ざんねんなクルマ事典 片岡 英明 講談社ビーシー

557 船の仕事海の仕事 伊藤 玄二郎 全日本海員組合

594 いっしょにあそぼうフェルトでつくるおままごと 1Flower*綾子 日本ヴォーグ社

596 家呑みサイコーつまみ 市瀬 悦子 学研プラス

596.3 炊き込みごはん 荒木 典子 成美堂出版

599 0・1・2歳児がごきげんになるあそび100 中田 馨 実務教育出版

616.7 農家が教えるわくわくマメつくり 農文協 農山漁村文化協会

646.9 はじめての自然養蜂 岩波 金太郎 農山漁村文化協会

666.9 楽しい金魚の飼い方 長尾 桂介 メイツユニバーサルコンテンツ

686.2 図解と写真でわかる教養が身につく!日本の鉄道150年史 辻 良樹 徳間書店

726.6 エリック・カール 平凡社

769.9 解剖学バレエ・レッスン Clara 新書館

783.7 野球の子 かみじょう たけし 二見書房

【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　80歳の壁

3位  安くて小さい家を建てる方法のすべてがわかる本

文学、エッセイ、小説ほか

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 三世代探偵団　4 赤川 次郎 KADOKAWA

913.6 乱鴉の空 あさの あつこ 光文社

913.6 内憂 上田 秀人 光文社

913.6 珈琲店タレーランの事件簿　8 岡崎 琢磨 宝島社

913.6 夜に星を放つ 窪 美澄 文藝春秋

913.6 御留山 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 名乗らじ 佐伯 泰英 文藝春秋

913.6 雪の別れ 坂岡 真 小学館

913.6 入婿 坂岡 真 光文社

913.6 あきない世傳金と銀　13 高田 郁 角川春樹事務所

913.6 鯖猫長屋ふしぎ草紙　10 田牧 大和 PHP研究所

913.6 新!店長がバカすぎて 早見 和真 角川春樹事務所

913.6 薬屋のひとりごと　12 日向 夏 主婦の友インフォス



【予約の多い小説・エッセイ】

1位　あきない世傳金と銀　13

2位　掬えば手には

3位　こいごころ

地域

請求記号 書名 著者名 出版社

L519 青空のむこうがわ 伊藤 三男 風媒社

児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

159 なりたい自分との出会い方 岡本 啓史 岩波書店

201 だれが歴史を書いてるの? ピエルドメニコ・バッカラリオ 太郎次郎社エディタス

210 さだじいの戦争かるた 岩川 洋成 論創社

281 日本史の13人の怖いお母さん 真山 知幸 扶桑社

289 アントナン・カレーム 十常 アキ ポプラ社

291 ふじさんにっぽんいち! ひさかたチャイルド

294 自由を求めて冒険へ! 春間 豪太郎 日本標準

307 12歳までに身につけたい社会と法の超きほん 遠藤 研一郎 朝日新聞出版

367 みんなえがおになれますように うい 学研プラス

368 「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空 幸星 河出書房新社

375 なんで勉強するんだろう? 齋藤 孝 幻冬舎

404 学校では教えてくれないヤバい科学図鑑 るーい SBクリエイティブ

407 実験対決　42 洪 鐘賢 朝日新聞出版

407 かこさとし科学絵本の世界 藤嶋 昭 学研プラス

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

484 チャコウラさんの秘密を知りたい!ナメクジの話 宇高 寛子 偕成社

487 謎!最驚!世界のサメ超図鑑 中野 富美子 あかね書房

519 地球がもし100cmの球だったら 永井 智哉 世界文化ブックス

521 最強の城へタイムワープ フルカワ マモる 朝日新聞出版

549 ものづくりっておもしろい!おもちゃから乗り物まで 小林 竜太 偕成社

769 ジュニアのためのバレエ上達トウシューズレッスン 厚木 彩 メイツユニバーサルコンテンツ

783 おぼえようバドミントンのルール 上田 敏之 ベースボール・マガジン社

811 タイピングにやくだつはじめてのローマ字　1 大門 久美子 汐文社

811 タイピングにやくだつはじめてのローマ字　2 大門 久美子 汐文社

933 ラスト・チェリー・ブロッサム キャサリン・バーキンショー ほるぷ出版

933 かわいい子ランキング ブリジット・ヤング ほるぷ出版

933 ふしぎなメリーゴーラウンド リーザ=マリー・ブルーム 徳間書店



F ほねほねザウルス　26 カバヤ食品株式会社 岩崎書店

Fイ おかあちゃんにきんメダル! いどき えり 国土社

Fキ 風雷きんとん 桐生 環 フレーベル館

Fク 忘れもの遊園地 久米 絵美里 アリス館

Fサ まちのおばけずかん ハイ! 斉藤 洋 講談社

Fナ やまの動物病院 なかがわ ちひろ 徳間書店

Fヒ トラブル旅行社　2 廣嶋 玲子 金の星社

Fフ まじょのナニーさん　9 藤 真知子 ポプラ社

Fヨ はたらく細菌　4 吉田 はるゆき 講談社

Fヨ 5年1組ひみつだよ 吉野 万理子 静山社

【予約のある児童書】

1位　どっちが強い!?ミズダコvsノコギリエイ

2位　どっちが強い!?X　12

3位　ほねほねザウルス　26

紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Pイ これ、なーんだ? 今井 しのぶ マイルスタッフ

Pイ ごろんずっしりさつまいも いわさ ゆうこ 童心社

Pコ 古生代水族館 こた 大泉書店

Pシ パンしろくま 柴田 ケイコ PHP研究所

Pス わんぱくだんのバスごっこ 末崎 茂樹 ひさかたチャイルド

Pタ かみなり 武田 康男 岩崎書店

Pタ たしますよ たごもり のりこ 金の星社

Pツ とんかつのぼうけん 塚本 やすし ポプラ社

Pツ ねずみさんのパンツ tupera tupera ブロンズ新社

Pナ せとうちたいこさんえんそくいきタイ 長野 ヒデ子 童心社

Pマ ふっと… 松成 真理子 BL出版

Pヤ アンパンマンとらんぼうや やなせ たかし フレーベル館

Pロ トンボのアクセル、あわてんぼうのいちにち ロマン・トマ 講談社

★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。


