
２０２２年１１月新着図書　（１０月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

007.3 生き物A はなお 河出書房新社

007.6 はたらくiPad 五藤 晴菜 インプレス

164 ざんねんな神さま辞典　ギリシャ神話編 荒川 祐二 ヴォイス出版事業部

182 マンガでわかる日本仏教13宗派 石田 一裕 誠文堂新光社

210 人物で学ぶ日本古代史　1 新古代史の会 吉川弘文館

210 人物で学ぶ日本古代史　2 新古代史の会 吉川弘文館

253 アメリカの歴史を知るための65章 富田 虎男 明石書店

291 るるぶ横浜鎌倉　'23 JTBパブリッシング

291 北陸・金沢　'23 昭文社

292 海旅島旅 伊勢・鳥羽・志摩　[2022] 舵社

292 佐賀　[2022] 昭文社

302 18歳から100歳までの日本の未来を考える17のキーワード 樋口 裕一 学研プラス

319 日朝交渉30年史 和田 春樹 筑摩書房

329 「戦争」は許されるのか? 稲葉 義泰 イカロス出版

331 大学の人気講義でよく分かる「ミクロ経済学」超入門 田中 久稔 SBクリエイティブ

337 2時間で丸わかりインボイスと消費税の基本 吉澤 大 かんき出版

339 生命保険で損をしたくないならこの1冊 三田村 京 自由国民社

367 ジェンダーのとびらを開こう 村田 晶子 大和書房

367 家事は大変って気づきましたか? 阿古 真理 亜紀書房

369 ケーキの切れない非行少年たちのカルテ 宮口 幸治 新潮社

377 芸術学部 浅野 恵子 ぺりかん社

387 日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼 正一 淡交社

455 なぜ、その地形は生まれたのか? 松本 穂高 日本実業出版社

472 さらに知っておきたい日本の絶滅危惧植物図 長澤 淳一 創元社

494 マンガでわかる中高年のADHD・ASD生きづらさ克服ガイド 福西 勇夫 法研

495 がんと向き合うために大切なこと 加藤 隆佑 緑書房

495 がんの?に答える本 日本対がん協会 学研プラス

495 今はつらくても、きっと前を向ける 堀 ちえみ ビジネス社

498 きくち体操「心」の教室 菊池 和子 青春出版社

499 漢方薬剤師が教える薬のキホン 平地 治美 日貿出版社

502 知識ゼロでも楽しく読める!エネルギーのしくみ エネルギー総合工学研究所 西東社

536 大手私鉄サイドビュー図鑑　08 イカロス出版

540 今と未来がわかる電気 川村 康文 ナツメ社

571 最新化学業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 田島 慶三 秀和システム

589 一年3セットの服で生きる あきや あさみ 幻冬舎



591 実践!はじめてのホームファイリング 長野 ゆか 同文舘出版

593 職業用ミシンってぶっちゃけ買ったほうがいいですか? 主婦と生活社

594 ガンジーセーター ベス・ブラウン‐レインセル グラフィック社

595 脱白髪染めのはじめかた 伊熊 奈美 グラフィック社

595 最高の髪型解剖図鑑 篠原 龍 エクスナレッジ

597 パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ 吉永 麻衣子 KADOKAWA

667 メダカの飼育方法 青木 崇浩 日東書院本社

788
60代・70代からの不調と痛みに効く!
キックボクシング・エクササイズ

生井 宏樹 メイツユニバーサルコンテンツ

793 1日5分いけばなの歴史 細川 武稔 淡交社

821 漢字の成り立ち図鑑 吉田 裕子 成美堂出版

【予約の多い一般書】

1位　一年3セットの服で生きる

2位　ジェイソン流お金の増やし方

3位 ストレス脳

●文学、エッセイ、小説ほか

分類番号 書名 著者名 出版社

913.6 ハヤブサ消防団 池井戸 潤 集英社

913.6 珈琲屋の人々　5 池永 陽 双葉社

913.6 ペットショップ無惨 石田 衣良 文藝春秋

913.6 マル暴ディーヴァ 今野 敏 実業之日本社

913.6 おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 講談社

913.6 オリンピックを殺す日 堂場 瞬一 文藝春秋

913.6 その本は 又吉 直樹 ポプラ社

913.6 いけない　2 道尾 秀介 文藝春秋

【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　ハヤブサ消防団

3位　その本は

●児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

158 正義ってなんだろう 齋藤 孝 リベラル社

209
みんなが知りたい!
世界と日本の「戦争遺産」戦跡から平和を学ぶ本

歴史学習研究会 メイツユニバーサルコンテンツ

319 小学生から知っておきたいザ・外交　1巻 佐藤 優 文研出版

366 こども労働法 山下 敏雅 日本法令

387 世界の魔よけ図鑑 三国 信一 岩崎書店



448 考えると楽しい地図 今和泉 隆行 くもん出版

450 知りたい!行ってみたい!なぞとき絶景図鑑 増田 明代 講談社

470 すごすぎる身近な植物の図鑑 鈴木 純 KADOKAWA

491 知らなかった!おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎 英明 岩崎書店

613 土の大研究 藤井 一至 PHP研究所

616 イネ・米・ごはん大百科　1 辻井 良政 ポプラ社

616 イネ・米・ごはん大百科　2 辻井 良政 ポプラ社

743 飛行機写真をはじめよう! 中野 耕志 メイツユニバーサルコンテンツ

743 鉄道写真をはじめよう! 福園 公嗣 メイツユニバーサルコンテンツ

759 しゅっぱつ!レゴのくるま 鴨志田 恵 ポプラ社

759 おいでよ!レゴのいえ 水島 ぱぎい ポプラ社

783 やってみようソフトテニス 池村 清治 ベースボール・マガジン社

809 13歳からのプレゼンテーション 松永 俊彦 メイツユニバーサルコンテンツ

811 タイピングにやくだつはじめてのローマ字　3 大門 久美子 汐文社

837 How the crab got his claws by Rudyard Kiplin Usborne Pub.

837 The dinosaur who stayed indoors Russell Punter Usborne Pub.

943 ブロッケンの森のちっちゃな魔女 アレクサンダー・リースケ 静山社

933ロ ひみつの地下図書館　3 アビー・ロングスタッフ ほるぷ出版

F むかしむかし　4 内田 麟太郎 文溪堂

Fア ルルとララのティラミス あんびる やすこ 岩崎書店

Fイ おねえちゃんって、ときどきなきむし!? いとう みく 岩崎書店

Fサ おばけとしょかん　2 斉藤 洋 講談社

Fタ ウサギのトリン　3 高畠 じゅん子 小峰書店

Fテ うそつきテンボ 寺村 輝夫 金の星社

Fニ おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー 仁科 幸子 あすなろ書房

Fヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　18 廣嶋 玲子 偕成社

【予約のある児童書】

1位　ほねほねザウルス　26

2位　ふしぎ駄菓子屋銭天堂　18

3位　どっちが強い!?X　12

●紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Pア ふうせんくまくん あきやま ただし 金の星社

Pア へんしんロボット あきやま ただし 金の星社

Pア まよなかの魔女たち エイドリアン・アダムズ 徳間書店

Pウ くるまね?でんしゃさ! うちむら たかし クレヨンハウス

Pエ ちいさいおねえちゃん えがしら みちこ 岩崎書店

Pコ ゆめぎんこう おじいちゃんのおともだち コンドウ アキ 白泉社



Pシ パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田 ケイコ KADOKAWA

Pタ そうなのよ 高畠 純 絵本館

Pハ おふくさんの12かげつ 服部 美法 大日本図書

Pフ モモンガのはいたつやさん もりのいたずらっこ ふくざわ ゆみこ 文溪堂

Pマ からっぽのにくまん まつなが もえ 白泉社

Pヤ どこ? 山形 明美 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。


