
２０２３年１月新着図書　（２０２２年１２月中に届いた本）

一般書

分類番号 書名 著者名 出版社

019.5 まちよみ・またよみ 内田 早苗 岩崎書店

148.3 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名前事典　2023～2024年 たまごクラブ ベネッセコーポレーション

291.9 るるぶ長崎　'24 JTBパブリッシング

295 地図でスッと頭に入る中南米&北アメリカ36の国と地域 井田 仁康 昭文社

312.9 はじめての地政学 いつかやる社長 飛鳥新社

316.4 おとなは子どもにテロをどう伝えればよいの ターハル・ベン・ジェルーン 柏書房

320 オタク六法 小林 航太 KADOKAWA

324.8 家族信託の教科書 島田 雄左 税務経理協会

334.4 日本に住んでる世界のひと 金井 真紀 大和書房

336.4 ぜんぶわかる人事・労務 小岩 和男 成美堂出版

338.1 世界一わかりやすい図解株・証券用語 石原 敬子 秀和システム

338.7 Q&Aで簡単!家づくりのお金の話　2023 田方 みき エクスナレッジ

345.3
フリーランス&個人事業主確定申告でお金を残す!

元国税調査官のウラ技
大村 大次郎 技術評論社

368.6 万引きGメンの憂鬱 日南休 実 ザメディアジョン

376.8 情報学部 漆原 次郎 ぺりかん社

385.9 きもちを贈る 杉浦 さやか ワニブックス

410.7 魔法の計算あそび 杉之原 眞貴 CS出版

493.2 心不全がわかる本 佐藤 直樹 講談社

493.3 「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK 大谷 義夫 主婦の友社

493.7 脳梗塞の再発を防ぐ 岡田 靖 NHK出版

493.7 図解いちばんわかりやすい醜形恐怖症 原井 宏明 河出書房新社

493.7
わが子、夫、妻…。大切な家族が「適応障害」と
診断されたとき読む本

浅井 逸郎 大和出版

494.9 名医が教える男性妊活の最強事典 辻村 晃 扶桑社

497 新しい歯の教科書
東京医科歯科大学最先端

口腔科学研究推進プロジェクト
池田書店

499.1 「毒と薬」のことが一冊でまるごとわかる 齋藤 勝裕 ベレ出版

536 未来の乗り物図鑑 スーツ KADOKAWA

540 「電気、マジわからん」と思ったときに読む 田沼 和夫 オーム社

542.1 「モーター、マジわからん」と思ったときに 森本 雅之 オーム社

547.4 サーバーのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる本 横田 一輝 技術評論社

594.3 着まわしニット ハナ サイード 文化学園文化出版局

595.6 「やせる本」100冊のダイエットのコツを1冊にまとめてみた。 クロマッキー ポプラ社

597.9 「ついで掃除」できれいが続く 井上 めぐみ 婦人之友社

597.9 新!掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会 エクスナレッジ

645.6 いちばんよくわかる!犬の飼い方・暮らし方 青沼 陽子 成美堂出版



645.7 1日3分!おうちで出来るニャンズケア&マッサージ 町野 由布子 笑がお書房

659 狩女のすすめ ジビエふじこ 緑書房

673.3 営業心理術大全 菊原 智明 明日香出版社

725.4 やさしいクレパス画 米津 祐介 誠文堂新光社

778.7 アニメができるまで 大塚 隆史 飛鳥新社

797.1 花札を初めてやる人の本 大石天狗堂 つちや書店

527 リノベとリフォームの知りたかったこと!100 主婦の友社

594.2 刺し子のきほん いちき ゆきこ 主婦の友社

594.3 風工房の好きを編むニット 風工房 ブティック社

596.3 戻さずポンッ!大豆ミートの楽うまレシピ 坂東 万有子 河出書房新社

626 野菜売り場の歩き方 青髪のテツ サンマーク出版

626.1 まんがでわかる畑の虫 木村 裕 農山漁村文化協会

【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　人は話し方が9割

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 ひとり旅日和　4 秋川 滝美 KADOKAWA

913.6 おもみいたします あさの あつこ 徳間書店

913.6 玉の輿猫 泉 ゆたか 講談社

913.6 風待ちの四傑 今村 翔吾 角川春樹事務所

913.6 陰戦 上田 秀人 KADOKAWA

913.6 タクジョ! 小野寺 史宜 実業之日本社

913.6 秋麗 今野 敏 角川春樹事務所

913.6 噓つきジェンガ 辻村 深月 文藝春秋

913.6 家裁調査官・庵原かのん 乃南 アサ 新潮社

914.6 わたしの心を強くする「ひとり時間」のつくり方 岸本 葉子 佼成出版社

【予約の多い小説・エッセイ】

1位　#真相をお話しします

2位　ハヤブサ消防団

3位　駅の名は夜明

参考

請求記号 書名 著者名 出版社

R403.6 理科年表　第96冊(令和5年) 国立天文台 丸善出版

R351 データでみる県勢　2023 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会



児童書

請求記号 書名 著者名 出版社

007 ドラえもん科学ワールドspecialみんなのためのデジタル入門 藤子・F・不二雄 小学館

019 読書ってこんなに楽しいの!?齋藤孝流とっておきの本の読み方 齋藤 孝 小学館クリエイティブ

020 ドラえもん探究ワールド本の歴史と未来 藤子・F・不二雄 小学館

031 小学生の教養大事典 佐藤 優 きずな出版

031 オールカラーマンガ小学生で身につけたい世界を広げる教養力 上田 紀行 ナツメ社

160 宗教を「信じる」とはどういうことか 石川 明人 筑摩書房

202 そうだったのか!国の名前由来ずかん 西村 まさゆき ほるぷ出版

289 さかなクンの一魚一会 さかなクン 講談社

307 中学社会のなぜ?が1冊でしっかりわかる本 玉田 久文 かんき出版

400 中学理科のなぜ?が1冊でしっかりわかる本 佐川 大三 かんき出版

404 ものの見かたが変わる10歳からのQ&A NHK「子ども科学電話相談」制作班 NHK出版

404 大好きなことを研究する科学者　宇宙編 理化学研究所 扶桑社

404 大好きなことを研究する科学者　生物編 理化学研究所 扶桑社

407 実験対決　43 洪 鐘賢 朝日新聞出版

457 絶滅動物 高桑 祐司 KADOKAWA

457 もっとやりすぎ恐竜図鑑 小林 快次 宝島社

457 やりすぎ恐竜図鑑 小林 快次 宝島社

480 しあわせ動物園 片野 ゆか ポプラ社

488 鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 小宮 輝之 カンゼン

489 ラッコの世界 ジル・エスバウム エムディエヌコーポレーション

536 じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版

536 じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版

611 未来の食べもの大研究 石川 伸一 PHP研究所

625 黄金の村のゆず物語 麻井 みよこ ポプラ社

675 世界の市場 マリヤ・バーハレワ 河出書房新社

723 作って発見!西洋の美術 音 ゆみ子 東京美術

778 ウルトラマン大図鑑ハイパー ポプラ社

778 ディズニープリンセス夢みるお城とインテリア ウォルト・ディズニー・カンパニー 玄光社

783
動画で完全マスター!
小学生のミニバスケットボール上達のポイント50

菅原 恭一 メイツユニバーサルコンテンツ

809 小学生の「音読」上達レッスン 花形 一実 メイツユニバーサルコンテンツ

837 What about worms!? [Mo Willems] Hyperion Books 

910 日本の文学　入門編 今中 陽子 KADOKAWA

911 マンガでわかる!10才までに覚えたい百人一首 高濱 正伸 永岡書店

933 ひみつの地下図書館　4 アビー・ロングスタッフ ほるぷ出版

933オ ヒマラヤ白銀のゴースト メアリー・ポープ・オズボーン KADOKAWA



933キ グレッグのダメ日記 なんだって、やってやる! ジェフ・キニー ポプラ社

F むかしむかし　5 内田 麟太郎 文溪堂

Fイ 6年1組黒魔女さんが通る!!　18 石崎 洋司 講談社

Fカ おばけのアッチ チとキがいない! 角野 栄子 ポプラ社

Fク やくやもしおの百人一首 久保田 香里 くもん出版

Fコ うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠 るい 講談社

Fコ うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠 るい 講談社

Fヒ あやし、おそろし、天獄園 廣嶋 玲子 偕成社

Fヒ 妖怪の子、育てます　2 廣嶋 玲子 東京創元社

Fミ ちいさなトガリネズミ みやこし あきこ 偕成社

Fム 地下室の日曜日 村上 しいこ 講談社

Fム 奉還町ラプソディ 村中 李衣 BL出版

Fヤ ほしとそらのしたで 矢崎 節夫 フレーベル館

【予約のある児童書】

1位　トンネルのサバイバル

2位　食糧危機のサバイバル

3位　ポケモン大図鑑上・下

紙芝居、絵本

請求記号 書名 著者名 出版社

Pイ でんしゃがきた! 石橋 真樹子 福音館書店

Pイ もいもい 市原 淳 ディスカヴァー・トゥエンティワン

Pウ ねずみくんだーれだ? なかえ よしを ポプラ社

Pオ ぼくだけがしっているヘンテコなきかいのしくみ 大串 ゆうじ Gakken

Pク ノラネコぐんだんうみのたび 工藤 ノリコ 白泉社

Pシ かぼちゃスープのおふろ 柴田 ケイコ 小学館

Pス ぐいーん!こうしょさぎょうしゃ 鈴木 まもる 偕成社

Pタ ひ・る・ご・は・ん! 武田 美穂 ほるぷ出版

Pナ ねことことり なかの 真実 世界文化ブックス

Pミ のりもののーせてのせて 三浦 太郎 講談社

Pモ すいどう 百木 一朗 福音館書店

Pヤ ぼく、アンパンマン! やなせ たかし フレーベル館

Pヤ わたし、ドキンちゃん! やなせ たかし フレーベル館

Pヨ 交通安全大王 よしなが こうたく 好学社

★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。


