
社会

『戦争論』クラウゼヴィッツ語録 クラウゼヴィッツ∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版

総記 ゆっくり学ぶ 岸見　一郎∥著 集英社クリエイティブ

自然

中国のデジタルイノベーション 小池　政就∥著 岩波書店 桝太一が聞く科学の伝え方 桝　太一∥著 東京化学同人

メタバースがよくわかる本 松村　雄太∥著 秀和システム 星を楽しむ双眼鏡で星空観察 大野　裕明∥著 誠文堂新光社

大きな字でわかりやすい　Ｇｏｏｇｌｅグーグル入門 ＡＹＵＲＡ∥著 技術評論社

いちばんやさしいパソコン超入門 リブロワークス∥著 ＳＢクリエイティブ

できるゼロからはじめるワード超入門 井上　香緒里∥著 インプレス 深海学 ヘレン　スケールズ∥著 築地書館

読書会という幸福 向井　和美∥著 岩波書店 いのちの科学の最前線 チーム　パスカル∥著 朝日新聞出版

小学校学年別知識読みもの２４０ 福岡　淳子∥編 少年写真新聞社 進化論の進化史 ジョン　グリビン∥著 早川書房

本屋図鑑 いまがわ　ゆい∥著 廣済堂出版

本屋という仕事 三砂　慶明∥編 世界思想社

部活動にうちこむ 佐藤　理絵∥監修 日外アソシエーツ 怪虫ざんまい 小松　貴∥著 新潮社

哲学 図解眠れなくなるほど面白い論語 山口　謠司∥監修 日本文芸社

「空気読みすぎ」さんの心のモヤモヤが晴れる本 大嶋　信頼∥著 永岡書店 人はどう死ぬのか 久坂部　羊∥著 講談社

呼吸器のしくみ 弦間　昭彦∥監修 マイナビ出版

ＢＲＥＡＴＨ ジェームズ　ネスター∥著 早川書房

不倫、それは峠の茶屋に似ている 一条　ゆかり∥著 集英社 いくつになっても「骨」は育つ！ 今泉　久美∥著 文化学園文化出版局

８０歳の壁 和田　秀樹∥著 幻冬舎 アトピーっ子の安心ごはん 渡辺　雅美∥著 家の光協会

明治維新と神代三陵 窪　壮一朗∥著 法藏館

空海 松長　有慶∥著 岩波書店

大丈夫だよ 高尾　美穂∥著 講談社

歴史 歴史とは何か Ｅ．Ｈ．カー∥著 岩波書店 不安を力に変える 加藤　俊徳∥著 扶桑社

帝国の崩壊　　上・下 鈴木　董∥編 山川出版社

かもしかみち 藤森　栄一∥著 雄山閣

百姓の江戸時代 田中　圭一∥著 筑摩書房 やせる！ウォーキング 長坂　靖子∥著 主婦の友社

歴史像を伝える 成田　龍一∥著 岩波書店 ７０歳からの生き方が寿命を決める！ 和田　秀樹∥監修 宝島社

中学生から知りたいウクライナのこと 小山　哲∥著 ミシマ社 ヨガを楽しむ教科書 綿本　彰∥著 ナツメ社

アフリカの歴史 川田　順造∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

地球の歩き方　　沖縄 地球の歩き方編集室∥編 地球の歩き方 技術 水道、再び公営化！ 岸本　聡子∥著 集英社

るるぶ箱根 ＪＴＢパブリッシング 災害とトイレ 日本トイレ協会∥編 柏書房

るるぶ群馬 ＪＴＢパブリッシング 未来をつくる道具わたしたちのＳＤＧｓ 川廷　昌弘∥著 ナツメ社

るるぶ大阪 ＪＴＢパブリッシング ＳＤＧｓな生活のヒント タラ　シャイン∥著 創元社

るるぶ沖縄ベスト ＪＴＢパブリッシング 住宅営業マンぺこぺこ日記 屋敷　康蔵∥著 三五館シンシャ

世界で一番くわしい建築構造 江尻　憲泰∥著 エクスナレッジ

社会 ウクライナの夜 マーシ　ショア∥著 慶應義塾大学出版会

侵食される民主主義　　上・下 ラリー　ダイアモンド∥著 勁草書房

リーゼント刑事 秋山　博康∥著 小学館 世界で一番くわしい建築図面 綾部　孝司∥ほか著 エクスナレッジ

日本一バズる公務員 守時　健∥著 扶桑社

ＳＤＧｓ×公民連携 高木　超∥著 学芸出版社

地域おこし協力隊の強化書 畠田　千鶴∥監修 ビジネス社 飛行機大図鑑 航空科学博物館∥監修 ニュートンプレス

船の仕事海の仕事 伊藤　玄二郎∥編 全日本海員組合

元素のふるさと図鑑 西山　孝∥著 化学同人

経済指標読み方がわかる事典 森永　康平∥著 日本実業出版社 にいがた酒紀行　　上巻 新潟日報社

ＳＤＧｓとは何か？ 安藤　顯∥著 三和書籍 暮らしのなかのＳＤＧｓ アノニマ　スタジオ∥編 ＫＴＣ中央出版

ＳＤＧｓとは何か？　　続 安藤　顯∥著 三和書籍 暮らしのアイディアｔｈｅ　Ｂｅｓｔ 晋遊舎

日用品の本当に良いものベストブック 晋遊舎

台湾の日々 青木　由香∥著 翔泳社

知識ゼロからのＳＤＧｓ入門 夫馬　賢治∥監修 幻冬舎 ごみを出さない気持ちのいい暮らし 高砂　雅美∥ほか著 家の光協会

これだけでいいソーイングの基本 香田　あおい∥著 日本ヴォーグ社

１ＤＡＹマクラメ 主婦の友社∥編 主婦の友社

ずぼらダイエットｔｈｅ　Ｂｅｓｔ　　２０２２ 晋遊舎

アゲアゲめし公式ガイドブック ぴあ

かぼちゃの馬車事件 冨谷　皐介∥著 みらいパブリッシング ひとつひとつ、たいせつに。 川原　恵美子∥著 ＳＢクリエイティブ

住民税非課税制度活用術 太田　哲二∥著 緑風出版 クックパッドの体にいい高たんぱく質レシピ 宝島社

なぜならそれは言葉にできるから カロリン　エムケ∥著 みすず書房 カレンの台所 滝沢　カレン∥文　料理 サンクチュアリ出版

もっと！魔法のてぬきごはん てぬキッチン∥著 ワニブックス

仕送りごはん 母熊∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野　千鶴子∥著 中央公論新社 オカズデザインの沖縄食堂ごはん オレンジページ

料理沖縄物語 古波蔵　保好∥著 講談社

ハツ江おばあちゃんの定番おうち洋食 高木　ハツ江∥著 ＮＨＫ出版

対人援助のスキル図鑑 大谷　佳子∥著 中央法規出版

粉１００、水５０でつくるすいとん ｍｉｎｏｋａｍｏ∥著 技術評論社

ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法 片桐　正敏∥編著 小学館 いちじくのお菓子づくり 今井　ようこ∥著 誠文堂新光社

定年後にもう一度大学生になる 瀧本　哲哉∥著 ダイヤモンド社 おうちで作れる実験スイーツレシピ ｓａｃｈｉ＿ｈｏｍｅｍａｄｅ∥著 翔泳社

つるんと、のどごしのいいおやつ 中川　たま∥著 文化学園文化出版局

らくらくお米パン 野崎　ゆみこ∥著 光文社

子どもの気持ちがわかる本 イザベル　フィリオザ∥著 かんき出版

日本の絶滅危惧知識 吉川　さやか∥文 ベストセラーズ

葬式消滅 島田　裕巳∥著 Ｇ．Ｂ．

日本水引 長浦　ちえ∥著 誠文堂新光社

床にものを置かないだけで、
　　　　　一生散らからない家になる！

宝島社

図解でわかる
　　　　　　カーボンニュートラル燃料

ＣＮ２燃料の
普及を考える会∥編著

技術評論社

狭い部屋でも
快適に暮らすための家具配置のルール

しかま　のりこ∥著 彩図社

いちばんよくわかるパターンレーベルの
　子供服ソーイングＬＥＳＳＯＮ　ＢＯＯＫ

片貝　夕起∥著 日本ヴォーグ社

ＪＡ全農広報部さんにきいた
　　　　世界一おいしい野菜の食べ方

ＪＡ全農
　　広報部∥監修

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

超図解でよくわかる
　　　　　　　建築現場用語完全版

建築知識∥編 エクスナレッジ

自動車業界のしくみとビジネスが
　　　　　これ１冊でしっかりわかる教科書

ＧＢ自動車業界
　　　　　研究会∥著

技術評論社

カラダが１０歳若返る
　　　　　　鎌田式ずぼらストレッチ

鎌田　實∥著 宝島社

寝ながら１分！
　　　　からだの痛みを自分で治す本

白井　天道∥著 ＳＢクリエイティブ

美しい鳴き声が聞こえる
　　　　　　　　　　　日本の野鳥図鑑

里中　遊歩∥監修 宝島社

痛みの元凶を自分で治す
　　　　　ひざ痛ほぐし１分ストレッチ

酒井　慎太郎∥著 徳間書店

文系のための
　　めっちゃやさしい地球４６億年

田近　英一∥監修 ニュートンプレス

田んぼや水辺でみられる
　　　　　　植物の芽生えハンドブック

浅井　元朗∥著 文一総合出版

江戸の怪談がいかにして
　　　　歌舞伎と落語の名作となったか

櫻庭　由紀子∥著 笠間書院

「ネコひねり問題」を
　　超一流の科学者たちが全力で考えてみた

グレゴリー
　　Ｊ．グバー∥著

ダイヤモンド社先輩、研究ってどうやるんですか
研究ステップ
　編集委員会∥著

京都大学学術出版会

１８歳成人になる前に学ぶ
　　　　　　　契約とお金の基本ルール

消費者教育
支援センター∥監修

旬報社

世界一楽しい決算書の読み方
　　　　　　　　　　　　　　　　実践編

大手町の
ランダムウォーカー∥著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

フジテレビＣＳＲ
ＳＤＧｓ推進プロジェクト∥
編

誠文堂新光社

マンガでわかるＳＤＧｓ
ＳＤＧｓビジネス総合研究所
経営戦略会議∥監修

ＰＨＰエディターズ・グループ

小林　雅彦∥著

後田　良輔∥著 明日香出版社

子育てで毒親になりそうなとき
　　　　　　　　　　　　　読んでほしい本

井上　智介∥著 主婦の友社

民生委員のための
　　　　　　高齢者支援ハンドブック

須藤　昌子∥監修

まんがでわかる
　感情の整理ができる人は、うまくいく

有川　真由美∥文 ＰＨＰ研究所

自治会・町内会
　　　負担軽減＆ＩＴ活用事例ブック

水津　陽子∥著 実業之日本社

調停による円満解決

中央法規出版

ミスを最大のチャンスに変える
　　　　　　　　　リカバリーの技術

佐渡市立図書館

岩波講座世界歴史　　０８
　　西アジアとヨーロッパの形成 ８～１０世紀

荒川　正晴∥編集委員 岩波書店

定年１年目の教科書 高橋　伸典∥著
日本能率協会
　　マネジメントセンター

日本調停協会
　　　　連合会∥編

有斐閣

ＳＤＧｓの教科書

７月の新着図書



技術 小説 掬えば手には 瀬尾　まいこ∥著 講談社

おいしいごはんが食べられますように 高瀬　隼子∥著 講談社

病気がわかる事典 山川　達郎∥監修 成美堂出版 カレーの時間 寺地　はるな∥著 実業之日本社

鷹の系譜 堂場　瞬一∥著 講談社

産業 捨てられる食べものたち 井出　留美∥著 旬報社 オリーブの実るころ 中島　京子∥著 講談社

大地の五億年 藤井　一至∥著 山と溪谷社 紙の梟 貫井　徳郎∥著 文藝春秋

土を育てる ゲイブ　ブラウン∥著 ＮＨＫ出版 両手にトカレフ ブレイディみかこ∥著 ポプラ社

農家が教える酢とことん活用読本 農文協∥編 農山漁村文化協会 墜落 真山　仁∥著 文藝春秋

野菜と果物すごい品種図鑑 竹下　大学∥著 エクスナレッジ 夢をかなえるゾウ　　０ 水野　敬也∥著 文響社

全員悪人 村井　理子∥著 ＣＣＣメディアハウス

星屑 村山　由佳∥著 幻冬舎

一心同体だった 山内　マリコ∥著 光文社

安部公房『砂の女』 ヤマザキ　マリ∥著 ＮＨＫ出版

世界のネコめぐり にゃんこ編集部∥編 マイウェイ出版 鯉姫婚姻譚 藍銅　ツバメ∥著 新潮社

４７都道府県・地鶏百科 成瀬  宇平∥著 丸善出版 文庫 偽りの捜査線 誉田　哲也∥著 文藝春秋

良いＦＡＱの書き方 樋口　恵一郎∥著 技術評論社 川端康成異相短篇集 川端　康成∥著 中央公論新社

日本の観光　　３ 谷沢  明∥著 八坂書房 ホーンテッド・キャンパス　　１６～１９ 櫛木　理宇∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

黒猫の小夜曲（セレナーデ） 知念　実希人∥著 光文社

芸術 ミュージアムの教科書 暮沢　剛巳∥著 青弓社 春風譜 辻堂　魁∥著 祥伝社

美術作品の修復保存入門 宮津　大輔∥著 青幻舎 ＯＦＦ 内藤　了∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

道ばた仏さんぽ 半田　カメラ∥著 大和書房 臨床の砦 夏川　草介∥著 小学館

水彩画レッスンノート 田中　己永∥著 日貿出版社 戦争童話集 野坂　昭如∥著 中央公論新社

金田一耕助の冒険 横溝　正史∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

さしみ朝膳 和田　はつ子∥著 角川春樹事務所

少女たちの覚醒 恩田　陸∥編 筑摩書房 エッセイ 捨てることから始まる 瀬戸内　寂聴∥著 祥伝社

高橋葉介 河出書房新社 小さいわたし 益田　ミリ∥著 ポプラ社

ＥＤＮＥ ｊｕｎａｉｄａ∥画 白泉社 スマホになじんでおりません 群　ようこ∥著 文藝春秋

Ｎｉｇｈｔ　ｏｎ　Ｅａｒｔｈ アート　ウルフ∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 地球、この複雑なる惑星に暮らすこと ヤマザキ　マリ∥著 文藝春秋

ふきさんのシーズンおもちゃ大百科 佐藤　蕗∥著 偕成社 忘却のための記録 清水　徹∥著 ハート出版

茶の湯の茶碗　　第４巻 赤沼　多佳∥監修 淡交社 母さん、ごめん。　　２ 松浦　晋也∥著 日経ＢＰ

桑田佳祐論 スージー鈴木∥著 新潮社 外国文学 僕の狂ったフェミ彼女 ミン　ジヒョン∥著 イースト・プレス

ウルトラマン大怪獣図鑑 円谷プロダクション∥監修 双葉社 小泉八雲 池田　雅之∥監修 平凡社

加トちゃんといっしょ 加藤　綾菜∥著 双葉社

図書館大戦争 ミハイル　エリザーロフ∥著 河出書房新社

狩場の悲劇 チェーホフ∥著 中央公論新社

ハードル 谷川　聡∥著 ベースボール・マガジン社

サッカー 西田　勝彦∥著 ベースボール・マガジン社

日本プロ野球背番号大図鑑 ベースボール・マガジン社

新しい登山の教科書 栗山　祐哉∥監修 池田書店

ジャスト・ライド グラント　ピーターセン∥著 Ｐヴァイン

言語 「書くのが苦手」な人のための文章術 印南　敦史∥著 ＰＨＰ研究所

推し活英語 劇団雌猫∥監修 学研プラス

文学 創作怪異怪物事典 朝里　樹∥著 笠間書院

やりなおし世界文学 津村　記久子∥著 新潮社

絵本のつぎに、なに読もう？ 越高　綾乃∥著 かもがわ出版

「私」という男の生涯 石原　愼太郎∥著 幻冬舎

私解説 瀬戸内　寂聴∥著 新潮社

村上春樹語辞典 ナカムラ　クニオ∥著 誠文堂新光社

誰もいない文学館 西村　賢太∥著 本の雑誌社

魔法の文芸 江畑　哲男∥著 飯塚書店

とげ抜き 伊藤　比呂美∥著 講談社

石垣りん詩集 石垣　りん∥著 角川春樹事務所

金子みすゞ詩集 金子　みすゞ∥著 角川春樹事務所

中原中也詩集 中原　中也∥著 角川春樹事務所

萩原朔太郎詩集 萩原　朔太郎∥著 角川春樹事務所

まど・みちお詩集 まど　みちお∥著 角川春樹事務所

吉野弘詩集 吉野　弘∥著 角川春樹事務所

羇旅漫録 曲亭　馬琴∥著 平凡社

小説 ナゾトキ・ジパング 青柳　碧人∥著 小学館

俺ではない炎上 浅倉　秋成∥著 双葉社

凍る草原に鐘は鳴る 天城　光琴∥著 文藝春秋

あるじなしとて 天津　佳之∥著 ＰＨＰ研究所

禁猟区 石田　衣良∥著 集英社

月の光の届く距離 宇佐美　まこと∥著 光文社

東京四次元紀行 小田嶋　隆∥著 イースト・プレス

わたしたち 落合　恵子∥著 河出書房新社

残された人が編む物語 桂　望実∥著 祥伝社

筆のみが知る 近藤　史恵∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤　究∥著 講談社

沈みかけの船より、愛をこめて 乙一∥著 朝日新聞出版

セカンドチャンス 篠田　節子∥著 講談社

さよならの向う側　上・下 清水　晴木∥著 マイクロマガジン社

道 白石　一文∥著 小学館

図書館・図書室に入った新着図書です。
ご予約承ります。

ブータン、
　　　世界でいちばん幸せな女の子

阿川　佐和子∥著 文藝春秋

５０代・６０代からのランニングＢＯＯＫ
ランニングマガジン
　　ｃｏｕｒｉｒ∥責任編集

ベースボール・マガジン社

一度読んだら絶対に忘れない
　　　　　　　　　　　英会話の教科書

牧野　智一∥著 ＳＢクリエイティブ

６０秒右脳ドローイングで
　　　　　　絵が感動的にうまくなる！

松原　美那子∥著 西東社

一生疲れない体になる
　　　　　　　　　ゆる筋のつくりかた

池本　誠知∥著 ＷＡＶＥ出版

驚くほどよく育つ
　　　　　野菜づくりの裏ワザ決定版

木嶋　利男∥著 家の光協会

はじめてでも失敗しない
　　　　　　　　　花づくりの基本１００

古賀　有子∥監修 主婦の友社

パープル・ハイビスカス
チママンダ　ンゴズィ
         アディーチェ∥著

狭い家でも「ゆとりある暮らし」は
　　　　　　　　　　　　　仕組みが９割

みくろママ∥著 三笠書房

河出書房新社


