
自然 地震と火山と防災のはなし 楠城　一嘉∥編著 成山堂書店

家は生態系 ロブ　ダン∥著 白揚社

総記 図解まるわかりＡＩのしくみ 三津村　直貴∥著 翔泳社

疲れないパソコン仕事大全 大林　ひろこ∥著 技術評論社

少女は本を読んで大人になる 阿川　佐和子∥ほか著 現代企画室

絶版文庫万華鏡 近藤　健児∥著 青弓社

哲学 不条理を乗り越える 小川　仁志∥著 平凡社 帯状疱疹治療大全 本田　まりこ∥監修 講談社

マンガみたいにすらすら読める哲学入門 蔭山　克秀∥著 大和書房 アラウンド５０ 宝島社

使える哲学 平原　卓∥監修 朝日新聞出版 今すぐ老化を止める最強の食べ方 久保　明∥著 永岡書店

寛容論 ヴォルテール∥著 光文社 呼吸がすべてを整える 齋藤　孝∥著 リベラル社

生きベタさん 釈　徹宗∥著 講談社

１３歳から分かる！　プロフェッショナルの条件 藤屋　伸二∥監修 日本図書センター

長生き食 小林　弘幸∥著 興陽館

歴史

技術 建築用語図鑑　　日本篇・西洋篇 中山　繁信∥共著 オーム社

ここまでわかった！邪馬台国 『歴史読本』編集部∥編 新人物往来社 五重塔のはなし 浜島　正士∥監修 建築資料研究社

卑弥呼の鏡謎と真実 坂爪　一郎∥著 青春出版社 五重塔入門 藤森　照信∥著 新潮社

古代日本の女帝 上田　正昭∥著 講談社 森と木と建築の日本史 海野　聡∥著 岩波書店

古代出雲王国の謎 武光　誠∥著 ＰＨＰ研究所

「古代日本」誕生の謎 武光　誠∥著 ＰＨＰ研究所

米を洗う 辻中　俊樹∥著 幻冬舎

国衆 黒田　基樹∥著 平凡社

半藤一利わが昭和史 半藤　一利∥著 平凡社

一度は泊まりたい超ユニークＨＯＴＥＬ ＪＴＢパブリッシング 大人になったら、着たい服　　２０２２春夏 主婦と生活社

楽園図鑑 清水　浩史∥著 河出書房新社 ＬＤＫスゴ楽家事ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ 晋遊舎

ひとり酒、ひとり温泉、ひとり山 月山　もも∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

るるぶ東北 ＪＴＢパブリッシング

るるぶ軽井沢 ＪＴＢパブリッシング 定年前後に得するお金の手続き 山中　伸枝∥監修 扶桑社

るるぶ伊勢志摩 ＪＴＢパブリッシング

地図でみる新潟県 戸所　隆∥著 海青社

風のことは風に問え 辛坊　治郎∥著 ニッポン放送 きれいに作れる帽子 赤峰　清香∥著 主婦と生活社

社会

大人のヘアスタイリングの教科書 ＧＡＲＤＥＮ∥著 主婦の友社

ロシア点描 小泉　悠∥著 ＰＨＰ研究所 ＬＤＫ老けない美肌の便利帖　　２０２２ 晋遊舎

学問と政治 芦名　定道∥著 岩波書店

ここが変だよ地方議員 小田　りえ子∥著　画 萌書房

日本を喰う中国 藤井　聡∥著 ワニブックス ４７都道府県日本全国地元食図鑑 菅原　佳己∥著 平凡社

検察審査会 デイビッド　Ｔ．ジョンソン∥著 岩波書店 男子ごはんの本　　その１４ 国分　太一∥著 エム・シィオー

少年法がよくわかる本 廣瀬　健二∥著 秀和システム 平岡淳子のこれからの定番ごはん 平岡　淳子∥著 ナツメ社

藤井恵のシニアのからだ元気レシピ 藤井　恵∥著 ＮＨＫ出版

おうちでできる世界のおそうざい 荻野　恭子∥著 河出書房新社

友達経営 渋谷　修太∥著 徳間書店 石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原　洋子∥著 主婦と生活社

おにぎりと味噌汁だけ 表　洋子∥著 ワニブックス

科学でわかるパンの「なぜ？」 梶原　慶春∥著 柴田書店

なんでも、漬けもの。 河井　美歩∥著 主婦と生活社

今日のうどん 満留　邦子∥著 成美堂出版

大衆の狂気 ダグラス　マレー∥著 徳間書店 キャンプで淹れるおいしい珈琲 小林　キユウ∥写真　文 誠文堂新光社

旅するクリームソーダ ｔｓｕｎｅｋａｗａ∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン

きれいな家をつくる「整理収納」術 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

スキマをうめる収納ルール 森の家∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

しない掃除 みな∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

これからの住まい 川崎　直宏∥著 岩波書店

３６５日の幼児食 ｈｏｍｅａｌ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

老～い、どん！　　２ 樋口　恵子∥著 婦人之友社

医者が教える非まじめ介護のすすめ 大塚　宣夫∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 産業 植物との暮らし方超入門 ビリ∥著 山と溪谷社

発達障害の子どもに自立力をつける本 高山　恵子∥監修 講談社 一坪でできる家庭菜園 荻野　千佳∥著 ブティック社

剪定「コツ」の教科書 木下　透∥著 講談社

ことばをひきだす親子あそび 寺田　奈々∥著 小学館

小さな庭をつくる 河野　義雄∥著 ＮＨＫ出版

柳田國男先生随行記 今野　圓輔∥著 河出書房新社 まっすぐだけが生き方じゃない リズ　マーヴィン∥文 文響社

知っておきたい！韓国ごはんの常識 ルナ　キョン∥文 原書房 農家が教える竹やぶ減らし 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会

改良メダカ大図鑑　　Ｖｏｌ．１９（２０２２） めだかの館∥著 めだかの館

自然 いのちの秘義 若松　英輔∥著 亜紀書房 「速く」「短く」「感じよく」メールを書く方法 鈴木　真理子∥著 明日香出版社

コールセンターもしもし日記 吉川　徹∥著 三五館シンシャ

図説なつかしの遊園地・動物園 生田　誠∥著 河出書房新社

夜、寝る前に読みたい宇宙の話 野田　祥代∥著 草思社 メディアの闇 相澤　冬樹∥著 文藝春秋

教養としての気象と天気 金子　大輔∥著 ＷＡＶＥ出版

いきもの六法 中島　慶二∥監修 山と溪谷社

グリーンギャラリー
　　　ガーデンズ∥監修

ブティック社

佐渡市立図書館

岩波講座世界歴史　　０７
　　　東アジアの展開 ８～１４世紀

荒川　正晴∥編集委員 岩波書店

日本の古代　　６
　　　　　　　王権をめぐる戦い

斉藤よし江さんの
　　　バラとグリーンと心地よい暮らし

ブティック社

世界はこうしてできている
　　　　　　　　　美しい物理のしくみ

マキノ出版

ギャル電とつくる！
　　　バイブステンアゲサイバーパンク
　　　　　　　　　　　　　光り物電子工作

世界の華麗な
　　　チューリップ銘鑑ＴＵＬＩＰＳ

ジェーン　イースト∥著 日本文芸社

ＨｏｉＣｌｕｅ∥編著 朝日新聞出版

ミネルヴァ書房

頼藤　太希∥著 自由国民社

お金が貯まる人は、
　　　　　なぜ部屋がきれいなのか

黒田　尚子∥著
日経ＢＰ
日本経済新聞出版本
部

１２か月が楽しい！
　　　　　　　子どもの季節あそび

生活習慣病専門医が教える
　　健康診断の数値を自力で改善する方法

栗原　毅∥監修

ギャル電∥著 オーム社

家族で「軽度の認知症」の
　　　　　進行を少しでも遅らせる本

内門　大丈∥監修 大和出版

高尾　美穂∥著 宝島社

ちょこっとつま先歩きで
　　脳が活性化！痛み、不調が消える

完全図解
　介護に必要な医療と薬の全知識

長尾　和宏∥編著 講談社

死ぬまで元気でいたければ
　　　　　　とにかく内臓を温めなさい

山口　勝利∥著 アスコム

子育て本ベストセラー１００冊の
　　　　「これスゴイ」を１冊にまとめた本

江口　祐子∥著 ワニブックス

子どものやる気が
　　　　どんどん上がる魔法の声かけ

佐藤　亮子∥著

更年期前後がラクになる！
　　　　　　　　　　おうちヨガ入門

１日１分読むだけで身につく
　　　　　　　　　　　お金大全１００

中央公論社

簡単で素敵な寄せ植えづくり

年金のしくみともらい方
　　　　　　　　　２２－２３年版

小林労務∥著 ナツメ社

世界一楽しい！
　　　　　　会社四季報の読み方

中央公論新社

川村　康文∥監修 西東社

ウチの子、最近、思春期みたいなんですが
　親子でイライラせずに
　　　乗り切る方法、教えてください！

道山　ケイ∥著 すばる舎

藤川　里絵∥著 ＳＢクリエイティブ

最新住宅ローンの
　　基本と仕組みがよ～くわかる本

石橋　知也∥著 秀和システム

池上彰の世界の見方
　　　　　　　東欧・旧ソ連の国々

池上　彰∥著 小学館

ゼロからわかる
　　　知らないと損する行動経済学

ポーポー
　　　ポロダクション∥著

１３歳から分かる！７つの習慣
「７つの習慣」
　　　　編集部∥監修

日本図書センター

日本文芸社

楽しいことがいっぱい起こる！
　　　　　　　　　うまく老いる習慣

植西　聰∥著 徳間書店

息子、娘が中高年ひきこもりでも
　　　　　どうにかなるって本当ですか？

畠中　雅子∥著 時事通信出版局

学校では教えてくれなかった
　　社会で生きていくために知っておきたい知識

泉　美智子∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

自由国民社

スキル０でも一目でわかる
　　　　　　　　　　　　　　ソーイング大全

オルソン恵子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

大洋図書

日本酒学講義
新潟大学
日本酒学センター∥編

リバウンドしない
　　　　　魔法のダイエットスイッチ

バッキーＭショーマ∥著

５月の新着図書



芸術 鬱くしき人々のうた 卯月　妙子∥著 太田出版 外国文学 エドガー・アラン・ポー　スペシャル 巽　孝之∥著 ＮＨＫ出版

猫ピッチャー　　１３ そにし　けんじ∥著 中央公論新社 ミッドナイト・ライブラリー マット　ヘイグ∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン

サザエさんうちあけ話 長谷川　町子∥著 朝日新聞出版 少年少女 アナトール　フランス∥作 岩波書店

カーサの猫村さん　　６ ほし　よりこ∥著 マガジンハウス 生きている過去 レニエ∥作 岩波書店

小澤征爾、兄弟と語る 小澤　俊夫∥著 岩波書店 ケンジントン公園 ロドリゴ　フレサン∥著 白水社

ミウラさんの友達 益田　ミリ∥著 マガジンハウス 読書セラピスト ファビオ　スタッシ∥著 東京創元社

鬼子母神 山岸　凉子∥著 文藝春秋

ＳＴＯＲＩＥＳ 藤田　新策∥著 玄光社

闇の夜に ブルーノ　ムナーリ∥著 河出書房新社

もういいかいまあだだよ 小椋　佳∥著 双葉社

能アラカルト 庄瀬　みき∥著 せせらぎ出版

いろいろ 上白石　萌音∥著 ＮＨＫ出版

シドニー！　　ワラビー熱血篇 村上　春樹∥著 文芸春秋

長寿の体幹トレーニング 澤木　一貴∥著 大和書房

図解　眠れなくなるほど面白い体幹の話 木場　克己∥著 日本文芸社

焚き火と道具 猪野　正哉∥著 山と溪谷社

地図アプリで始める山の地図読み 佐々木　亨∥著 山と溪谷社

言語 「させていただく」の使い方 椎名　美智∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

漢文の学び方 魚返　善雄∥著 志学社

英語の語源大全 清水　建二∥著 三笠書房

文学 古典とケーキ 梶村　啓二∥著 平凡社

『その他の外国文学』の翻訳者 白水社編集部∥編 白水社

覚醒するシスターフッド サラ　カリー∥著 河出書房新社

石原慎太郎と日本の青春 文藝春秋

たんぽるぽる 雪舟　えま∥著 短歌研究社

夏井いつき、俳句を旅する 夏井　いつき∥著 悟空出版

ちいさな世界 せな　けいこ∥詩　絵 ポプラ社

小説 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎∥著 幻冬舎

六法推理 五十嵐　律人∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

天下を買った女 伊東　潤∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

布武の果て 上田　秀人∥著 集英社

夢伝い 宇佐美　まこと∥著 集英社

くるまの娘 宇佐見　りん∥著 河出書房新社

きみだからさびしい 大前　粟生∥著 文藝春秋

もう別れてもいいですか 垣谷　美雨∥著 中央公論新社

おしゃべりな部屋 川村　元気∥著 中央公論新社

余命１０年 小坂　流加∥著 文芸社

爆弾 呉　勝浩∥著 講談社

朱色の化身 塩田　武士∥著 講談社

裏家電 嶋戸　悠祐∥著 講談社

剣持麗子のワンナイト推理 新川　帆立∥著 宝島社

競争の番人 新川　帆立∥著 講談社

夏が破れる 新庄　耕∥著 小学館

戴天 千葉　ともこ∥著 文藝春秋

レジェンドアニメ！ 辻村　深月∥著 マガジンハウス

パパイヤ・ママイヤ 乗代　雄介∥著 小学館

花散る里の病棟 帚木　蓬生∥著 新潮社

古本食堂 原田　ひ香∥著 角川春樹事務所

マスカレード・ゲーム 東野　圭吾∥著 集英社

ファズイーター 深町　秋生∥著 幻冬舎

曼陀羅華Ｘ 古川　日出男∥著 新潮社

公孫龍　　巻２ 宮城谷　昌光∥著 新潮社

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月　裕子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

文庫 ファントム 天見　宏生∥著 小学館

わるじい慈剣帖　　８ 風野　真知雄∥著 双葉社

風に訊け 佐伯  泰英∥著 文藝春秋

ツインソウル 佐藤　青南∥著 宝島社

亡命者 高橋　たか子∥著 講談社

指の骨 高橋　弘希∥著 新潮社

ＳＲＯ　　９ 富樫　倫太郎∥著 中央公論新社

ＴＲＡＣＥ 内藤　了∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

隠温羅（おうら） 内藤　了∥著 講談社

こゝろ 夏目　漱石∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

éｃｒｉｔｕｒｅ新人作家・杉浦李奈の推論　　１ 松岡　圭祐∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

高校事変　　１１ 松岡　圭祐∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ビブリア古書堂の事件手帖　　２－３ 三上　延∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

刑事の遺品 三羽　省吾∥著 小学館

ゆうれい居酒屋 山口　恵以子∥著 文藝春秋

ぶるうらんど 横尾　忠則∥著 中央公論新社

エッセイ ただいま見直し中 小川　奈緒∥著 技術評論社

木下杢太郎 木下　杢太郎∥著 平凡社

幸田文生きかた指南 幸田　文∥著 平凡社

道徳教室 高橋　秀実∥著 ポプラ社

この話、続けてもいいですか。 西　加奈子∥著 筑摩書房

人は生きていく上で何が大切か 吉沢　久子∥著 青志社

家族 村井　理子∥著 亜紀書房

はなちゃんのみそ汁　　青春篇 安武　信吾∥著 文藝春秋

子どもはできても大人はできない！？
　　　　　　　　　　　　　　　まちがいさがし

北村　良子∥監修 青春出版社

戦争は女の顔をしていない
スヴェトラーナ
アレクシエーヴィチ∥著

岩波書店

図書館・図書室に入った新着図書です。
ご予約承ります。


