
新着図書
原村図書館

鉄道 長根 広和

総合百科事典ポプラディア 1～18

神話でたどる日本の神々 平藤 喜久子 

はにわ 若狭 徹

はじめての考古学 松木 武彦 

鎌倉バトルロワイヤル 楠木 誠一郎 

北里柴三郎 森 孝之

平等ってなんだろう？ 齋藤 純一 

サクラの川とミライの道 稲葉 なおと 

世界がぐっと近くなるＳＤＧｓとボクらをつなぐ本 池上 彰

大人も知らない！？性教育なぜなにクイズ図鑑 のじま なみ

男の子が大人になるとき 岩室 紳也

女の子が大人になるとき 早乙女 智子

大切なからだ・こころ 村瀬 幸浩

なぜ親はうるさいのか 田房 永子 

赤ちゃんはどこからくるの？ 平原 史樹

支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ

マイテーマの探し方 片岡 則夫 

伝え守る 宇井 眞紀子

なぜ私たちは理系を選んだのか 桝 太一 

藤井旭の天文年鑑 2022年版 藤井 旭 

植物がハエを食べるってホント？ アンナ・クレイボーン 

ちいさな虫のおくりもの 谷本 雄治 

この指とどけ 村上 しいこ 

くらしの中のきほんのしくみ しおうら しんたろう

はじめて学ぶ環境倫理 吉永 明弘 

CO2はどこへ行くのか？ 小西 哲之

リサイクルでかんたん！エコ手芸 寺西 恵里子 

野菜はすごい！ 柴田書店

まるごとたまねぎ 八田 尚子

日本郵政 井手 秀樹 

葛飾北斎 山下 裕二

ＮＥＷマーク・記号の大百科 1～6 太田 幸夫

ディズニー＆ピクサー絵地図でめぐる魔法の物語 ウォルト・ディズニー・カンパニー 

いろ 神永 曉

バッチリ身につく英語の学び方 倉林 秀男 

ぼくんちのねこのはなし いとう みく 

よそんちの子 いとう みく 

とりあえずとりのはなし おくはら ゆめ 

ソラモリさんとわたし はんだ 浩恵 

ケケと半分魔女 角野 栄子 

かいけつゾロリきょうふのダンジョン 原 ゆたか

しんぱいなことがありすぎます！ 工藤 純子 

ガラスの魚 山下 明生 

小説ブルーピリオド 2 山口 つばさ（原作）

馬と明日へ 杉本 りえ 

那木野、伝説の森で 西村 さとみ 

だいとかいのおばけずかん 斉藤 洋 

マイブラザー 草野 たき 

たんたのたんてい 中川 李枝子

たんたのたんけん 中川 李枝子

かすみ川の人魚 長谷川 まりる 

小説映画ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険 藤子・Ｆ・不二雄

火狩りの王 外伝 日向 理恵子 

博物館の少女 富安 陽子 

第三軍団 張 之路 

グレッグのダメ日記　はじめて、あじわえたよ ジェフ・キニー 

空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル 

スカーレットとブラウン ジョナサン・ストラウド 

ソフィーの秘密 ニキ・コーンウェル 

プーさんの戦争 リンジー・マティック 

どんぐり喰い エルス・ペルフロム 

自分を変えたい 宮武 久佳 

ヨーロッパ史入門 池上 俊一 

親を頼らないで生きるヒント コイケ ジュンコ 

数理の窓から世界を読みとく 初田 哲男

若冲の絵本 ［伊藤 若冲‖画］

山の上に貝がらがあるのはなぜ？ アレックス・ノゲス 

ほしのおうじさま アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

たぬき いせ ひでこ 

こんなかお、できる？ ウィリアム・コール

だいちゃんとマスくんのハテナ こが ようこ 

ゾウは何を聞いてきたの？ シャーロット・ギラン 

野ばらの村の雪まつり ジル・バークレム 

クリスマスにオオカミは ティエリー・デデュー 

雪ダルマ　サンタクロースをさがして ティエリー・デデュー 

＜きもち＞はなにをしているの？ ティナ・オジェヴィッツ 

やさいのがっこう　いちごちゃんはやさいなの？ なかや みわ

エイモスさんがバスに乗りおくれると フィリップ・Ｃ．ステッド 

クロべぇ ふくだ いわお 

絵本で知ろう二十四節気　秋 ふじもと みさと 

せかいでいちばんのばしょ ペトル・ホラチェック

モノレールのたび みねお みつ

アンパンマンとさばくのたから やなせ たかし 

おばあさんとトラ ヤン・ユッテ 

ピンクはおとこのこのいろ ロブ　パールマン 

旅の絵本 10 安野 光雅

ハナはへびがすき 蟹江 杏 

ハタハタ 高久 至

王さまのお菓子 石井 睦美 

にじゅうおくこうねんのこどく 谷川 俊太郎

おもち 彦坂 有紀

あ・さ・ご・は・ん！ 武田 美穂 

ばけもの 柳田 国男

児童書 絵本



図解まるわかりアルゴリズムのしくみ 増井 敏克 

いちばんやさしいプログラミングの教本 廣瀬 豪 

電子図書館・電子書籍貸出サービス調査

報告 2021
植村 八潮

市民とつくる図書館 青柳 英治

図書館利用に障害のある人々へのサービ

ス 上・下巻
日本図書館協会障害者サービス委員会

この本読んで！ 2021冬

無敵の読解力 池上 彰 

米澤屋書店 米澤 穂信 

齋藤孝の冒頭文de文学案内 齋藤 孝 

あなたがあなたであることの科学 デイヴィッド・Ｊ．リンデン 

ちょうどいい孤独 鎌田 實 

今さら聞けない時間の超基本 二間瀬 敏史

キーパーソンと時代の流れで一気にわかる鎌

倉・室町時代
本郷 和人

北条義時と同時代を生きたキーパーソンたち
「北条義時と同時代を生きたキー

パーソンたち」製 委員会

脱★税 Ｊａｋｕ

挑戦 山中 伸弥

死ぬまで、働く。 池田 きぬ

2類　歴史・地理・旅行

０類　総記

1類　哲学

一般書

ひとりほぐし 崎田 ミナ 

いちばんはじまりの本 井川 典克

ウルトラ図解潰瘍性大腸炎・クローン病 久松 理一

図解やさしくわかる強迫症 原井 宏明

お父さん、お母さんが知っておきたいダ 高岡 正敏 

膵臓の病気がわかる本 糸井 隆夫

「適応障害」って、どんな病気？ 浅井 逸郎

安心な認知症 繁田 雅弘　監修（代表）

精神科医が語るHSP・心の病と“生きづら 福西 勇夫 

「トイレが近い」人のお助けBOOK 関口 由紀

やさしく解説産婦人科のおはなし 妊娠か 小松 一 

つらくなる前に知っておきたい閉経のき 上田 嘉代子

私たちの月経カップ 神林 美帆 

鼻スッキリで夜ぐっすり 高島 雅之

加齢黄斑変性治療と予防最新マニュアル 尾花 明 

八訂食品成分表 2021資料編 香川 明夫

八訂食品成分表 2021本表編 香川 明夫

コロナ戦記 山岡 淳一郎 

ママと赤ちゃんのための妊娠中のおいし 梅原 永能

踏切の世界 ｃｈｏｋｋｙ 

トコトンやさしい消臭・脱臭の本 光田 恵

60分でわかる！カーボンニュートラル超 前田 雄大 

エシカル革命 末吉 里花 

大工のすすめ 秋元 久雄 

英国建築の解剖図鑑 マシュー・ライス 

ナガノの家 vol．17 長野こまち

宇宙飛行士野口聡一の全仕事術 野口 聡一 

はじめての自作キーボード 小池 俊樹 

「半導体」のことが一冊でまるごとわか 井上 伸雄 

はじめてのガラスペン 武田 健 

小さな暮らしは生きやすい おふみ 

暮らしを助ける、私が整う無印良品 主婦の友社

本当に必要なものだけに囲まれる、上質

な暮らし
田村 昌紀 

一生お金に困らないお金ベスト100 荻原 博子 

つけ襟ライフ 川端 さよこ 

野口光が教える一生使えるダーニング術 野口 光 

ミシンスタートBOOK

はたらく車の刺しゅう ささき みえこ 

ペーパーフラワーの時間 堀込 好子 

はじめてでも美味しく作れるロシア料理 ヴィタリ・ユシュマノフ 

ローカルおやつの本 グラフィック社編集部

小麦粉を使わないもちふわ生米スイーツ リト史織 

教養としての食べ方 松井 千恵美 

おすし 松田 美智子 

デパ地下みたいなごちそうサラダベストレ 北嶋 佳奈

やみつき掃除術 お掃除職人きよきよ 

世界一親切な片づけの教科書 長島 ゆか 

“泣いてもいいんだよ”の育児 峯田 昌 

世界一楽しい子育てアイデア大全 木下 ゆーき 

食べる経済学 下川 哲 

クリスマスローズの咲く庭づくり 主婦の友社

5類　技術

6類　産業

漫画
薬屋のひとりごと 9 日向 夏（原作）

送魂の少女と葬礼の旅 6

魔導具師ダリヤはうつむかない 1～3

新書・文庫
江戸の学びと思想家たち 辻本 雅史 

激動日本左翼史 池上 彰 

大人のいじめ 坂倉 昇平 

遊廓と日本人 田中 優子 

ロボットと人間 石黒 浩 

うつりゆく日本語をよむ 今野 真二 

企業と経済を読み解く小説50 佐高 信 

自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン 

入舟長屋のおみわ ［３］ 山本 巧次

これは経費で落ちません！ 1～8 青木 祐子 

古道具おもかげ屋 田牧 大和

約束 葉室 麟 

戦国武将を癒やした温泉 上永 哲矢

るるぶ北関東ベスト ［2021］

JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷 はるか

他者の靴を履く ブレイディみかこ 

ヒトの壁 養老 孟司

ばらまき 中国新聞「決別金権政治」取材班

核兵器禁止から廃絶へ 川崎 哲

満蒙開拓青少年義勇軍物語 伊藤 純郎

知識ゼロですが、つみたてNISAとiDeCo

をはじめたいです。
横山 光昭

桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか？ 高橋 創

人は話し方が９割 永松 茂久

人は聞き方が９割 永松 茂久

格差と分断の社会地図 石井 光太

社会保険・労働保険の届け出と手続きが

これ１冊でしっかりわかる本
小岩 和男

社会保険労務士になるには 池田 直子

今日からはじめるライフプラン 令和３年度版

ハラスメント言いかえ事典 山藤 祐子

RESPECT男の子が知っておきたいセック

スのすべて
インティ・シャベス・ペレス

10代の妊娠 にじいろ

言葉を失ったあとで 信田 さよ子

人はなぜ、愛するわが子を虐待するのか 大岡 啓二

産婦人科専門医が教えるはじめての性教育 仲 栄美子 

「還る家」はありますか 富田 富士也 

ルポ路上生活 國友 公司 

「家族介護」のきほん
介護者サポートネットワークセン

ター・アラジン

認知症の人は何を考えているのか？ 渡辺 哲弘 

児童養護施設で暮らすということ 楢原 真也 

ヤングケアラー 毎日新聞取材班 

しんどい時の自分の守り方 増田 史 

＃教師のバトンとはなんだったのか 内田 良 

発達を支える「遊び」づくり 宮田 まり子 

社会福祉学部 元木 裕 

わらべうたと心理学の出会い 湯澤 美紀

ろうと手話 吉開 章 

基本のラッピング つつみ屋工房

魅せる星空撮影術 田中 達也

教養としての「日本列島の地形と地質」 橋本 純

遺伝子の不思議としくみ入門 島田 祥輔

素晴らしき、きのこの世界 ポール・スタメッツ

はぐれイワシの打ち明け話 ビル・フランソワ

日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業 日本野鳥の会

虎 岩合 光昭

脳と人工知能をつないだら、人間の能力 紺野 大地

「食べる」介護のきほん 齋藤 真由

3類　社会科学

4類　自然科学



庭全体が美しく見える剪定の本 田口 裕之 

花と短歌でめぐる二十四節気花のこよみ 俵 万智

ズボラでも一生お金に困らない不労所得生活！ horishin 

東京ディズニーシーパーフェクトガイドブック

2022
ディズニーファン編集部

人生の達人・堀文子の生き方 堀  子 

絵の中のモノ語り 中野 京子 

もういちどそばに エラ・フランシス・サンダース  イラスト

逃げ上手の若君 4 松井 優征 

ぐりとぐらのたまご

今すぐ使えるかんたんYouTube動画編集入門 入江 祐也 

ふきさんのシーズンおもちゃ大百科 佐藤 蕗 

志村ふくみ染めと織り 志村 ふくみ 

柚木沙弥郎 

カミキィの＜気持ちが伝わる＞贈り物おりがみ カミキィ 

木のもの 暮らしの図鑑編集部

レゴライフハックス ＤＫ社

みんな、本当はおひとりさま 久本 雅美 

タカラヅカの解剖図鑑詳説世界史 中本 千晶 

アニメ業界で働く 小杉 眞紀 

子どものスポーツ格差 清水 紀宏

はじめよう弓道 原田 隆次 

日本語教師になるには 益田 美樹 

日本語の大疑問 国立国語研究所

明解！漢字名探偵 山口 謠司 

夢十夜 夏目 漱石 

蜜柑 芥川 龍之介 

檸檬 梶井 基次郎 

人間椅子 江戸川 乱歩 

山月記 中島 敦 

詩集『青猫』より 萩原 朔太郎 

病んだ言葉癒やす言葉生きる言葉 阿部 公彦 

教養としての芥川賞 重里 徹也 

古代万葉の歳時記 東 茂美 

ひとまず上出来 ジェーン・スー 

にっこり、洋食 江國 香織

吉祥寺ドリーミン 山田 詠美 

肝を喰う 小泉 武夫 

今を生きるあなたへ 瀬戸内 寂聴 

その日まで 瀬戸内 寂聴 

田辺聖子十八歳の日の記録 田辺 聖子 

救命センター　カンファレンス・ノート 浜辺 祐一 

トロナお別れ事務所 ソン ヒョンジュ 

少女と少年と海の物語 クリス・ヴィック 

打ちのめされた心は フランソワーズ・サガン 

アウシュヴィッツの小さな姉妹 タチアナ・ブッチ 

アウシュヴィッツ生還者からあなたへ リリアナ・セグレ

9類　文学（随筆など）

7類　芸術

8類　言語

遺言歌 なかにし 礼 

血の歌 なかにし 礼 

同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 

月の光の届く距離 宇佐美 まこと 

滅私 羽田 圭介 

教育 遠野 遙 

ミス・パーフェクトが行く！ 横関 大 

一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一 

愚かな薔薇 恩田 陸 

蛍と月の真ん中で 河邉 徹 

もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 

世界の美しさを思い知れ 額賀 澪 

吾妻おもかげ 梶 よう子 

服飾師ルチアはあきらめない 1～2 甘岸 久弥 

魔導具師ダリヤはうつむかない 5～7 甘岸 久弥 

ミス・サンシャイン 吉田 修一 

ミトンとふびん 吉本 ばなな 

R.I.P. 久坂部 羊 

マルメロ草紙 橋本 治 

ミーツ・ザ・ワールド 金原 ひとみ 

おネコさま御一行 群 ようこ

トリアージ 犬養 楓 

山亭ミアキス 古内 一  

能面鬼 五十嵐 貴久 

警官の道 呉 勝浩 

創世の日 江上 剛 

ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 

本好きの下剋上 第５部［７］ 香月 美夜 

日々のきのこ 高原 英理 

ブラザーズ・ブラジャー 佐原 ひかり 

偽装同盟 佐々木 譲 

新しい星 彩瀬 まる 

山狩 笹本 稜平 

人形姫 山本 幸久 

答えは風のなか 重松 清 

きりきり舞いのさようなら 諸田 玲子 

女性失格 小手鞠 るい 

皆のあらばしり 乗代 雄介 

倒産続きの彼女 新川 帆立 

一九六一東京ハウス 真梨 幸子 

長野電鉄殺人事件 西村 京太郎

六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條 奈加 

マンモスの抜け殻 相場 英雄 

11の秘密 大崎 梢 

真夜中のマリオネット 知念 実希人 

黄金旅程 馳 星周 

鑑定人　氏家京太郎 中山 七里 

おわかれはモーツァルト 中山 七里 

ボタニカ 朝井 まかて 

その花の名を知らず 長野 まゆみ 

日本の小説 探偵少女アリサの事件簿 ［３］ 東川 篤哉 

四十過ぎたら出世が仕事 本城 雅人 

黒白の一族 明野 照葉 

ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井 慶喜 

捜査線上の夕映え 有栖川 有栖 

アクトレス 誉田 哲也 

生を祝う 李 琴峰 

メディコ・ペンナ 蓮見 恭子 

黄金の刻（とき） 楡 周平 

もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊 明人 


