
一般 ２０２２年１２月分

分類 タイトル 著者 出版者

読書． 読書法 まちよみ・またよみ 内田／早苗‖著 岩崎書店

博物館 世界はさわらないとわからない 広瀬／浩二郎‖著 平凡社

臨床心理学． 精神分析学 誰にも嫌われずに同調圧力をサラリとかわす方法 大嶋／信頼‖著 祥伝社

臨床心理学． 精神分析学 わたしの心が傷つかないように ソルレダ‖作・絵 日本実業出版社

臨床心理学． 精神分析学 かなしみとともに生きる 本郷／由美子‖著 主婦の友社

超心理学． 心霊研究 かみさまは小学５年生 すみれ‖著 サンマーク出版

人生訓． 教訓 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。　 Ｊａｍ‖マンガ・文 サンクチュアリ出版

その他の宗教． 新興宗教 信じる者は、ダマされる。 多田／文明‖著 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ

日本史 ぼくらの戦争なんだぜ 高橋／源一郎‖著 朝日新聞出版

地理． 地誌． 紀行 世界探検全集　アマゾン探検記　６ ウィリアム・ルイス・ハーンドン‖著 河出書房新社

日本 みやぎから、 佐藤／健‖著 ＮＨＫ出版

政治学． 政治思想 そもそも民主主義ってなんですか？ 宇野／重規‖著 東京新聞

地方自治． 地方行政 データで読む地域再生 日本経済新聞社地域報道センター‖編 日経ＢＰ日本経済新聞出版

外交． 国際問題 中国・ロシアに侵される日本領土 山本／皓一‖著 小学館

法律 生きるために必要な「法律」のはなし 木村／真実‖監修 ナツメ社

人口． 土地． 資源 太陽の子 三浦／英之‖著 集英社

社会学 「コミュ障」のための社会学 岩本／茂樹‖著 中央公論新社

天文学． 宇宙科学 天文年鑑　２０２３年版 天文年鑑編集委員会‖編 誠文堂新光社

被子植物 スミレｗｏｒｌｄ 花野／一明‖著 東京図書出版

通信工学． 電気通信 ウソがはびこるネット社会を生き残れ！ 佐藤／和紀‖監修 フレーベル館

食品． 料理 おいしい絵本レシピ 野口／真紀‖著 福音館書店

食品． 料理 一汁一菜でよいと至るまで 土井／善晴‖著 新潮社

食品． 料理 精進百撰 水上／勉‖著 田畑書店

マーケティング 日本の消費者はどう変わったか 松下／東子‖著 東洋経済新報社

芸術史． 美術史 旅する日曜美術館　北海道・東北・関東・甲信越・北陸 ＮＨＫ「日曜美術館」制作班‖編 ＮＨＫ出版

スポーツ． 体育 最後の一年 毎日新聞運動部‖著 毎日新聞出版

戸外レクリエーション いままでとこれから 堀米／雄斗‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

言語生活 オトナ女子のすてきな語彙力帳 吉井／奈々‖著 ダイヤモンド社

語彙 教養としての上級語彙 宮崎／哲弥‖著 新潮社

中国語 中国語は不思議 橋本／陽介‖著 新潮社

日本文学 有吉佐和子の本棚 有吉／佐和子‖著 河出書房新社

詩歌 萩原朔太郎大全 朔太郎大全実行委員会‖編 春陽堂書店

小説． 物語 月の立つ林で 青山／美智子‖著 ポプラ社

小説． 物語 ジャクソンひとり 安堂／ホセ‖著 河出書房新社

小説． 物語 絶筆 石原／慎太郎‖著 文藝春秋

小説． 物語 光のとこにいてね 一穂／ミチ‖著 文藝春秋

図書館 新着図書案内



小説． 物語 黒石　Ⅻ 大沢／在昌‖著 光文社

小説． 物語 地図と拳 小川／哲‖著 集英社

小説． 物語 朝焼けにファンファーレ 織守／きょうや‖著 新潮社

小説． 物語 なんとかしなくちゃ。　青雲編 恩田／陸‖著 文藝春秋

小説． 物語 手で見るぼくの世界は 樫崎／茜‖作 くもん出版

小説． 物語 空をこえて七星のかなた 加納／朋子‖著 集英社

小説． 物語 バッド・コップ・スクワッド 木内／一裕‖著 講談社

小説． 物語 チンギス紀　１５ 北方／謙三‖著 集英社

小説． 物語 連鎖 黒川／博行‖著 中央公論新社

小説． 物語 御家の大事 近衛／龍春‖著 新潮社

小説． 物語 シンデレラ城の殺人 紺野／天龍‖著 小学館

小説． 物語 樹林の罠　１０ 佐々木／譲‖著 角川春樹事務所

小説． 物語 きみが忘れた世界のおわり 実石／沙枝子‖著 講談社

小説． 物語 憐憫 島本／理生‖著 朝日新聞出版

小説． 物語 恋に至る病 斜線堂／有紀‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小説． 物語 駅の名は夜明 高田／郁‖著 双葉社

小説． 物語 十三夜の焰 月村／了衛‖著 集英社

小説． 物語 ビューティフルからビューティフルへ 日比野／コレコ‖著 河出書房新社

小説． 物語 青木きららのちょっとした冒険 藤野／可織‖著 講談社

小説． 物語 ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡／圭祐‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小説． 物語 任務 松本／清張‖著 中央公論新社

小説． 物語 馬上の星 宮城谷／昌光‖著 中央公論新社

小説． 物語 余命３０００文字 村崎／羯諦‖著 小学館

小説． 物語 西由比ケ浜駅の神様 村瀬／健‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小説． 物語 ゆれる階 村松／友視‖著 河出書房新社

小説． 物語 私のことだま漂流記 山田／詠美‖著 講談社

小説． 物語 サブスクの子と呼ばれて 山田／悠介‖著 河出書房新社

小説． 物語 教誨 柚月／裕子‖著 小学館

小説． 物語 モノガタリは終わらない モノガタリプロジェクト‖編 集英社

小説． 物語 木曜殺人クラブ　２ リチャード・オスマン‖著 早川書房

小説． 物語 大聖堂　夜と朝と　上中下 ケン・フォレット‖著 扶桑社

小説． 物語 野原 ローベルト・ゼーターラー‖著 新潮社

評論． エッセイ． 随筆 君のいた時間 伊集院／静‖著 講談社

日記． 書簡． 紀行 風の便り 山田／風太郎‖著 講談社

手記 いつか、未来で にゅーいん‖著 主婦と生活社



郷土・行政

分類 タイトル 著者 出版者

北海道地方 北の道の駅から　Ｖｏｌ．９

哺乳類 神々の復讐 中山／茂大‖著 講談社

ティーンズ

分類 タイトル 著者 出版者

心理学 やらかした時にどうするか 畑村／洋太郎‖著 筑摩書房

人生訓． 教訓 やりたいことが見つからない君へ 坪田／信貴‖著 小学館

個人伝記 荻野吟子とジェンダー平等 堺／正一‖著 玉川大学出版部

外交.国際問題 地図でわかる世界の戦争・紛争　２ 小川／浩之‖監修 汐文社

外交.国際問題 世界を平和にする第一歩 河出書房新社‖編 河出書房新社

運輸工学 名列車透視図鑑 松島／浩一郎‖イラスト 小学館

農業 いちばん大切な食べものの話 小泉／武夫‖著 筑摩書房

農業経済 お金に頼らず生きたい君へ 服部／文祥‖著 河出書房新社

小説． 物語 家守神　３ おおぎやなぎ／ちか‖作 フレーベル館

小説． 物語 科学探偵ＶＳ．超・自然現象　前編 佐東／みどり‖作 朝日新聞出版

小説． 物語 ベランダのあの子 四月猫あらし‖作 小峰書店

小説． 物語 ひこぼしをみあげて 瀧羽／麻子‖作 偕成社

小説． 物語 鈴の音が聞こえる 辻／みゆき‖著 講談社

小説． 物語 カトリと眠れる石の街 東／曜太郎‖著 講談社

小説． 物語 スキキライ ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ‖原案 角川書店

小説． 物語 わたしはスペクトラム リビー・スコット‖著 小学館

小説． 物語 ホロヴィッツホラー アンソニー・ホロヴィッツ‖作 講談社

小説． 物語 明日の国 パム・ムニョス・ライアン‖著 静山社

手記 命のスケッチブック 中谷／加代子‖語り 静山社

児童

分類 タイトル 著者 出版者

人生訓． 教訓 きみを変える５０の名言　３期２ 佐久間／博‖文 汐文社

伝記 失敗図鑑 大野／正人‖著 文響社

個人伝記 マリー・キュリー デミ‖作 光村教育図書

個人伝記 逆転の天下人徳川家康 伊豆／平成‖作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

個人伝記 ジョン万次郎 小沢／章友‖作 講談社

仕事 けいさつのずかん 山田／タクヒロ‖絵 学研プラス

外交． 国際問題 小学生から知っておきたいザ・外交　３巻 佐藤／優‖総監修 文研出版

お金 あそんでまなぶはじめてのおかねえほん 泉／美智子‖監修 西東社

性 性の絵本 たきれい‖作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

社会福祉 地球防災ラボ 東北大学災害科学国際研究所‖著 岩崎書店



教育 めざせ、イグ・ノーベル賞！？おもしろ自由研究　２・３ 沼田／晶弘‖監修 汐文社

科学 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‖編 ＮＨＫ出版

実験 実験対決　４３ 洪／鐘賢‖絵 朝日新聞出版

数学 さんすうの本 橋爪／大三郎‖著 山と溪谷社

動物 どっちが強い！？ガチンコ動物オリンピック編 Ｘベンチャーオールスターズ‖ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ

動物 動物愛護を考えよう　１ 高槻／成紀‖監修 汐文社

脊椎動物 命めぐる川 岡野／昭一‖文・写真 講談社

基礎医学 人の体のつくりとはたらき大研究　１ 奈良／信雄‖監修 岩崎書店

基礎医学 知らなかった！おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎／英明‖監修 岩崎書店

衛生 ウイルスにマケマ戦隊ゲンキーズ うえだ／しげこ‖作・絵 フレーベル館

通信工学 ネットリテラシー・パーフェクトガイド 稲葉／茂勝‖著 新日本出版社

食品． 料理 牛乳パックでこんなにできる！わくわく☆クッキング 寺西／恵里子‖作 汐文社

食品． 料理 ペットボトルでこんなにできる！ときめく☆クッキング 寺西／恵里子‖作 汐文社

農業経済 未来の食べもの大研究 石川／伸一‖監修 ＰＨＰ研究所

農業基礎学 土の大研究 藤井／一至‖監修 ＰＨＰ研究所

魚類 おいしい魚ずかん 上田／勝彦‖監修 金の星社

鉄道 日本の鉄道路線と車両の大図鑑　私鉄編 櫻井／寛‖写真・文 講談社

映画 作って発見！西洋の美術 音／ゆみ子‖著・工作 東京美術

おりがみ ５回で折れるもっとたのしい！おりがみ　３ いしかわ／まりこ‖作 汐文社

人形． 玩具 ほねほねザウルスパーフェクト図鑑 カバヤ食品株式会社‖監修 岩崎書店

人形． 玩具 ４７都道府県の郷土玩具　４ 日本玩具博物館‖監修 大月書店

詩歌 大人も子供も楽しい　森の俳句教室 山中　英美‖著 雨宮印刷

物語 迷宮教室　８ あいはら／しゅう‖作 集英社

物語 それで、いい！ 礒／みゆき‖作 ポプラ社

物語 ヘビくんブランコくん おおぎやなぎ／ちか‖作 アリス館

物語 ラストサバイバル　１７ 大久保／開‖作 集英社

物語 三まいのはがき おくやま／ゆか‖さく 福音館書店

物語 ぐうたら魔女ホーライ来る！ 柏葉／幸子‖作 理論社

物語 おばけのアッチ　チとキがいない！ 角野／栄子‖さく ポプラ社

物語 うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠／るい‖さく 講談社

物語 ガオガオきょうりゅうのよる たるいし／まこ‖作 あかね書房

物語 あやし、おそろし、天獄園 廣嶋／玲子‖作 偕成社

物語 トラブル旅行社　１ 廣嶋／玲子‖文 金の星社

物語 スイッチ！　１ 深海／ゆずは‖作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

物語 走れ！家出犬ジェイ 本田／有明‖作 金の星社

物語 ある日、ぼうしをかぶったら みとみ／とみ‖作 国土社

物語 ちいさなトガリネズミ みやこし／あきこ‖作 偕成社

物語 地下室の日曜日 村上／しいこ‖作 講談社

物語 ほしとそらのしたで 矢崎／節夫‖作 フレーベル館



物語 森のポストをあけてごらん 山中／真理子‖作 ポプラ社

物語 西遊記　１５（名の巻） 呉／承恩‖作 理論社

物語 紫禁城の秘密のともだち　１ 常／怡‖作 偕成社

物語 カイとそんごくう　３ ジョー・トッド＝スタントン‖著 すばる舎

物語 レオとゴルゴンののろい　４ ジョー・トッド＝スタントン‖著 すばる舎

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

物語 グレッグのダメ日記　なんだって、やってやる！　１７ ジェフ・キニー‖作 ポプラ社

物語 だれもしらない小さな家 エリナー・クライマー‖作 岩波書店

物語 みずうみのおはなし３にんぐみ ジェイムズ・マーシャル‖さく 大日本図書

物語 木のうえのおはなし３にんぐみ ジェイムズ・マーシャル‖さく 大日本図書

物語 ピノキオ エリザベス・ルドニック‖著 小学館

手記 フー子とママのふたり 福沢／美和‖著 偕成社

東洋文学 妹はブロンドヘアー パク／ミラ‖作 新日本出版社

国際語による文学 ゆきじぞう 重松／彌佐‖脚本 童心社

国際語による文学 火をとりにいったウサギ 津田／真一‖脚本 童心社

絵本 きょうはおうちでうんどうかい 新井／悦子‖さく 岩崎書店

絵本 ゆきのげきじょう 荒井／良二‖作 小学館

絵本 あきのおわりのてんこうせい ジャン‐リュック・アングルベール‖さく イマジネイション・プラス

絵本 ぼくとお山と羊のセーター 飯野／和好‖作 偕成社

絵本 ふゆのコートをつくりに 石井／睦美‖文 ブロンズ新社

絵本 パライパンマンマ イ／ジウン‖作・絵 ポプラ社

絵本 しんやくんのマラカス 石川／えりこ‖作 福音館書店

絵本 ちいさいおねえちゃん いとう／みく‖作 岩崎書店

絵本 みんなみてみて 入村／定子‖作 福音館書店

絵本 くるまね？でんしゃさ！ うちむら／たかし‖作 クレヨンハウス

絵本 アルメット トミー・ウンゲラー‖作 好学社

絵本 おいしいおやつをくださいな 大塚／たえこ‖作 福音館書店

絵本 おいしかったおいしかった 岡本／良雄‖作 福音館書店

絵本 せかいでいちばんおおきなネコ 風木／一人‖作 絵本塾出版

絵本 ウマと話すための７つのひみつ 河田／桟‖文・絵 偕成社

絵本 おおきなありがとう きたむら／えり‖作 福音館書店

絵本 らいおんはしった 工藤／直子‖作 福音館書店

絵本 そらのゆうびんやさん くまくら／珠美‖作 理論社

絵本 スプーンのおうじさま 黒﨑／美穂‖文 福音館書店

絵本 ぼうし こみね／ゆら‖作 講談社

絵本 ラッキーカレー シゲタ／サヤカ‖作 小学館

絵本 さよならぼくたちのようちえんほいくえん 新沢／としひこ‖文 金の星社

絵本 びっくりちゃんがびっくりするわけ 竹内／麻桜‖著 みらいパブリッシング

絵本 ポレポレゆきのなか たしろ／ちさと‖ぶん・え 大日本図書



絵本 おすしがふくをかいにきた 田中／達也‖作 白泉社

絵本 ケンカオニ 富安／陽子‖文 福音館書店

絵本 １まいのがようし 長坂／真護‖作 あかね書房

絵本 ルイの冒険 南部／和也‖文 講談社

絵本 アントンせんせいこまったときはおたがいさま 西村／敏雄‖作 講談社

絵本 サンタクロースになりたいの ひろた／まお‖さく サンタクロース出版舎

絵本 かえりみちとっとこ ひろまつ／ゆきこ‖文 岩崎書店

絵本 にじいろのさかなとおはなしさん マーカス・フィスター‖作 講談社

絵本 しかくいののじかん パメラ・ポール‖ぶん イマジネイション・プラス

絵本 鳥をつくる メグ・マッキンレー‖文 化学同人

絵本 みち 三浦／太郎‖作 あすなろ書房

絵本 のりもののーせてのせて 三浦／太郎‖作 講談社

絵本 わらってわにさん 水野／翠‖作 福音館書店

絵本 ちゅうもんのおおいりょうりてん 宮沢／賢治‖原作 理論社

絵本 さわってたのしいレリーフブックおかしのどうぶつえん 村山／純子‖著 小学館

絵本 すいどう 百木／一朗‖さく 福音館書店

絵本 カッパーノ 森くま堂‖文 ＢＬ出版

絵本 かなとおばあちゃん 安江／リエ‖作 福音館書店

絵本 ひよこどこどこ やまだ／だり‖作 講談社

絵本 交通安全大王 よしなが／こうたく‖さく 好学社

絵本 だじゃれむかしむかし 長谷川／義史‖作 理論社

絵本 なんなんなん？ マック・バーネット‖文 小学館

絵本 はだかんぼう 林／木林‖作 教育画劇


