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富山県教育振興基本計画　第３期 貸出不可 食品トレーのひみつ

とやまの私立専修学校・各種学校ガイド　２０２３ 貸出不可
子どものハンドメイドレッスンBOOK
作って楽しい！プレゼントにも！

尾山の七夕流し・中陣のニブ流し調査報告書 牛の教え　ひたむきに生きる　家畜に親しむ食育絵本① NO.65

立山御案内 三鍋 久雄 豚・鶏の教え　たくましく育つ　家畜に親しむ食育絵本②

よみがえた美しい水と豊かな大地
どの本よりわかりやすい！
おもしろしかけの貯金箱

寺西　恵里子

立山カルデラ砂防博物館年報　第２３号 貸出不可 Cui　Cui．の図工のじかん
季節で楽しく！かざって遊べる！小学生の工作アート

Cui　Cui．著

越後　越中　能登半島 金山正夫 ≪J9､JF/　こども・外国、日本の物語≫　

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業事例報告書
令和2年度 トラからぬすんだ物語 テェ・ケラー作

≪J /　こども・調べる本≫ プリンセス・イン・ブラック シャノン・ヘイル

モノのなまえ事典
まだまだあった！！アレにもコレにも！

杉村　喜光
ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！ ②
オソロシ山のながれ星

富安　陽子作

「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田　和 たまごのはなし しおたに　まみこ作

日本史の13人の怖いお母さん 真山　知幸著 ワニのガルド おーなり　由子作・絵

キャラ絵で学ぶ！織田信長図鑑 千羽　ひとみ 母の国、父の国 小手鞠　るい

法律がわかる！桃太郎こども裁判 岩貞　るみこ 母の国、父の国 小手鞠　るい

こども行動経済学
なぜ行動経済学が必要なのかがわかる本

ほねほねザウルス ㉖
さがせ！まのうみの大かいりゅう 『新着本 』

ＳＤＧｓのひみつ ７ シャンシャン、夏だより 浅野 竜 新刊の資料だけでなく、寄贈資料や既存の資料も含まれています。館内の『新着本コーナー』をご覧ください。

障害者ってだれのこと？
「わからない」からはじめよう（中学生の質問箱）

荒井　裕樹 かいけつゾロリ　 にんじゃおばけあらわる！ 原 ゆたか 書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名

実例でわかる！自由研究の選び方＆まとめ方
理科・社会・国語のテーマ別にくわしく解説！！

1・2・
3年生

子ども学力
向上研究会

がっこうのおばけずかん　げたげたばこ 斉藤　洋作 世界史を変えた独裁者たちの食卓 下
クリスティアン・
ルドー著

実例でわかる！自由研究の選び方＆まとめ方
理科・社会・国語のテーマ別にくわしく解説！！

4・5・
6年生

子ども学力
向上研究会

図解まるわかりデータサイエンスのしくみ 増井　敏克 皇室９５号

アイヌ民族：歴史と現在　小学生用
生命倫理のレッスン
人体改造はどこまで許されるのか？

小林　亜津子
公立図書館における読書
バリアフリーに関する実態調査報告書

世界遺産の歩き方
学んで旅する！すごい世界遺産190選

地球の歩き方編集室

めちゃうま！？昆虫食事典
見た目はヤバいが…

読書会という幸福 向井　和美 県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー 田仕　雅淑

親子で作れる！
摩訶不思議なサイエンススイーツ

太田　さちか ドーナツペンタくん 柴田　ケイコ
チコちゃんの素朴なギモン365
答えられないと叱られる！？

マンガでたのしむ！科学の法則
おもしろ科学おもちゃ屋さんがそのお悩み、スッキリ解決します！

うえたに夫婦
ゆかいなえいごとかずのだいずかん
さがして！かぞえて！123

アラン・サンダース作 ≪１/　哲学・宗教≫思想・心理 等
そっか、日本と韓国って、そういう国だったのか。
京都生まれの和風韓国人が40年間、徹底比較したから書けた！

ムーギー・キム

宇宙のとびら 2022 SUMMER 60号 バスが来ましたよ 由美村　嬉々 人はどこまで合理的か 上
スティーブン・
ピンカー

沖縄という窓　クロニクル2008-2022 山城　紀子

のぞく図鑑穴 宮田　珠己 かきごおり 石津　ちひろ作 人はどこまで合理的か 下
スティーブン・
ピンカー

年寄りは本気だ
はみ出し日本論

養老　孟司著

ほんとうは“よわい恐竜”じてん
それでも、けんめいに生きた古生物

土屋　健 給食室のいちにち 大塚　菜生
オタク婚活はじめます
オタ活やめずに1年以内にゴールイン！

横井　睦智
漂流日本左翼史
理想なき左派の混迷1972-2022

池上　彰

すごいゴミのはなし
ゴミ清掃員、10年間やってみた。

滝沢　秀一 ミニオンズフィーバー　大あばれ空のたび！ ドン・カシティ 女性の覚悟 坂東　眞理子 死刑について 平野　啓一郎

地図とデータで見る資源の世界ハンドブック
ベルナデット・
メレンヌ＝シュマケル

日本はこうしてつくられた　カラー版　鎌倉殿と
北条一族歴史は辺境から始まる

2 安部　龍太郎 会計検査のあらまし　令和3年  

東アジアと日本 吉村　武彦編
今日から使える企業のSNS危機管理マニュアル
炎上しても大丈夫！

小木曽　健

東国と信越 吉村　武彦編 外為白書　2021

筑紫と南島 吉村　武彦編 ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン

禁断の中国史 百田　尚樹著
おもろい話し方
芸人だけが知っているウケる会話の法則

芝山　大補

中学生から知りたいウクライナのこと 小山　哲 「女子ボス」のトリセツ 川村　佳子

偉人メシ伝
「天才」は何を食べて「成功」したのか？

真山　知幸 “負動産”にしないための実家の終活 小島　一茂

Woman’s　Style　100　世界の女性偉人たち 今日からはじめるライフプラン　令和４年度版

世界史を変えた独裁者たちの食卓 上
クリスティアン・
ルドー著

モラハラ夫の精神的支配から抜け出す方法
7つのワークで「自分らしさ」を取り戻す

福山　れい

≪Ｙ/　中・高校生用≫

≪E /　えほん≫

≪０/　総記≫情報科学・ジャーナリズム 等

≪３/　社会科学≫行政・法律・福祉・教育・民俗 等

≪２/　歴史・地理≫伝記・紀行 等

町立上市図書館 新着本リスト

７月・８月に、図書館で受け入れした主な本です。

ぜひ、読んでみてください。

≪令和４年９月号≫班回覧

『こんにちは図書館』は館内入り口にもあります.

ご利用ください

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

９月 １０月

絵本のよみきかせの会

読書会ふるさと学習のため、午前中は混雑します。
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葬儀！
ジュリエット・
カズ著

農業者になるには 大浦　佳代 オリーブの実るころ 中島　京子 響野怪談 織守 きょうや

女性兵士という難問
ジェンダーから問う戦争・軍隊の社会学

佐藤　文香
農家が教える酢とことん活用読本
病害虫・長雨干ばつ・雑草に

農文協編 ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川　佐和子 ベイビー、グッドモーニング 河野 裕

小麦粉の魅力 わたしたち 落合　恵子 隠蔽捜査　1 今野 敏

世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑
スーパーで買った野菜・果物で家庭菜園
YouTubeでわかる！

のりんご ＃真相をお話しします 結城　真一郎 隠蔽捜査　2　果断 今野 敏

すばらしき宇宙の図鑑
宇宙飛行士だから知っている

野口　聡一
野菜と果物すごい品種図鑑
知られざるルーツを味わう

竹下　大学 鯉姫婚姻譚 藍銅　ツバメ 隠蔽捜査　3　疑心 今野 敏

海洋へのいざない　
うさぎのほんね
うさぎのきもち特別編集BOOK

森山　標子絵 ラブカは静かに弓を持つ 安壇　美緒 殺した夫が帰ってきました 桜井 美奈

土砂災害の疑問55
日本応用地質学会
災害地質研究部会編

「クワカブの部屋」
公式世界のカブトムシ・クワガタ飼い方＆原色図鑑

三森　大輔 凍る草原に鐘は鳴る 天城　光琴 身分帳 佐木 隆三

地球は食べ物
いきもの獲って食べてみた日記

ホモサピ著 いちばんよくわかる！カメの飼い方・暮らし方 だっくす小峰著 掬えば手には 瀬尾　まいこ 3分で読める！眠れない夜に読む心ほぐれる物語 このミステリーがすごい編集部

食虫植物　進化の迷宮をゆく 福島　健児 星屑 村山　由佳 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見 夏衛

怪虫ざんまい 昆虫学者は今日も挙動不審 小松　貴 日本でしか観られない世界の名画 岡部　昌幸 道 白石　一文 日替わりオフィス 田丸 雅智

「ゴキブリ嫌い」だったけど
ゴキブリ研究はじめました

柳澤　静磨著
仕事でも、仕事じゃなくても
漫画とよしながふみ

よしなが　ふみ著 爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤　究 犬の報酬 堂場　瞬一

タモ網1本ではじめられる魚とり
実践テクニックと生き物図鑑

仲　義輝
ウルトラQからシン・ウルトラマンまで
ULTRAMAN　HISTORICA

講談社編 蹴れ、彦五郎 今村　翔吾 ザ・ウォール 堂場　瞬一

泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの教科書
0才からの正しいお手入れと性の話

岡田　百合香 細田守の芸術世界 チャールズ・ソロモン 先祖探偵 新川　帆立 チーム 堂場　瞬一

民間療法は本当に「効く」のか
補完代替療法に惑わされないためのヘルスリテラシー

大野　智
SHO-TIME
大谷翔平メジャー120年の歴史を変えた男

ジェフ・フレッチャー 作家刑事毒島の嘲笑 中山　七里 チーム Ⅱ 堂場　瞬一

いくつになっても「骨」は育つ！ 今泉　久美
疲れない山歩きの技術
自分に合う歩き方探し徹底サポートBOOK

残星を抱く 矢樹　純 ＢＯOＳ 堂場　瞬一

ウルトラ図解肝炎・肝硬変・肝がん
病気を克服する最新治療と生活のアドバイス

超ゼロから始める釣り入門
マンガと写真で、人気の魚の釣り方からおいしい食べ方までわかる！

西野　弘章著 やわ肌くらべ 奥山　景布子 メガバンク宣戦布告 波多野 聖

ストレス脳
アンデシュ・
ハンセン著

おいしいごはんが食べられますように 高瀬　隼子 メガバンク絶体絶命 波多野 聖

ウルトラ図解乾癬
正しい治療でQOLを高め、いきいきとした生活を

あいまい・ぼんやり語辞典 森山　卓郎編 マイ・プレゼント 青山　美智子 メガバンク最後通牒 波多野 聖

子どもの目を守る本 エモい古語辞典 堀越　英美 見つけたいのは、光。 飛鳥井　千砂 メガバンク全面降伏 波多野 聖

食べるお茶のススメ
緑茶葉パワーで健康に！

梁川　正編著 英語はほぼカンタン単語で話せます！ 山崎　祐一 とんこつQ＆A 今村　夏子 薬屋のひとりごと 12 日向夏

紅だ！ 桜庭　一樹 大人になれない まさき としか

環境白書
循環型社会白書／生物多様性白書　令和４年版

貸出不可 「私」という男の生涯 石原　愼太郎 モノクロの夏に帰る 額賀　澪 15歳のテロリスト 松村 涼哉

キャンピングカー＆車中泊パーフェクトガイド BE-PAL編集部 瓢箪から人生 夏井　いつき著 こいごころ　　「しゃばけ」シリーズ ㉑ 畠中　恵 ≪L /　大活字本≫

自分でできる！バイク・メンテナンス
基本的なメカニズム、日常の整備をわかりやすく解説

源著 私と街たち〈ほぼ自伝〉 吉本　ばなな
よって件のごとし　三島屋変調百物語八之続
　三島屋変調百物語 ⑧

宮部　みゆき 立身いたしたく候 上 梶　よう子

紙もの　   集めて、使って、愛して
12人の楽しみ方×かわいい紙もの120×基礎知識

暮らしの図鑑編集部編 スマホになじんでおりません 群　ようこ きときと夫婦旅 椰月　美智子 立身いたしたく候 下 梶　よう子

もっと広がるインクの楽しみ方100tips
色をつなぐ手書きで綴る

KADOKAWA
ライフスタイル編集部編 三体X　観想之宙 宝樹 終活中毒 秋吉　理香子著 ≪T /　郷土資料≫

ごみを出さない気持ちのいい暮らし
楽しく続けるためのマイルール

高砂　雅美ほか 拝啓交換殺人の候 天祢　涼著 富山県図書館研究集録　第５３号 貸出不可

エコな毎日　  プラスチックを減らすアイデア75×
基礎知識×環境にやさしいモノ選びと暮らし方

中嶋　亮太 爆弾 呉　勝浩 幻告 五十嵐　律人著 富山県［立山博物館］年報　第３１号　２０２２年 貸出不可

71歳、年金月5万円、あるもので工夫する
楽しい節約生活

紫苑著 百年厨房 村崎　なぎこ チンギス紀 ⑭　萬里 北方　謙三著 富山史壇　第198号

家庭科3だった私が家でも外でも
100％手作り服でコーディネイトしています。

津田　蘭子 レーテーの大河 斉藤　詠一 財布は踊る 原田　ひ香著 黒部川扇状地　№47 貸出不可

楽しくはたらく手作りエプロン 雨滴は続く 西村　賢太 その本は 又吉　直樹著 富山県議会定例会会議録　令和4年2月 貸出不可

圧力鍋で作る印度カリー子のスパイスカレー教室
素材のうま味をぎゅっと凝縮

印度カリー子 風を彩る怪物 逸木　裕 富山県議会臨時会会議録　令和４年１月 貸出不可

らくらくお米パン
5分でできるかんたんパンレシピ

野崎　ゆみこ ナゾトキ・ジパング 青柳　碧人
漱石の白百合、三島の松
近代文学植物誌

塚谷　裕一 会計検査院　令和４年版

きれいに年を重ねるためのたんぱく質ごはん ワタナベ　マキ 予感〈ある日、どこかのだれかから電話が〉 清水　杜氏彦 冬の狩人 大沢 在昌 予算特別委員会会議録　令和４年２月 貸出不可

ぼくらは人間修行中
はんぶん人間、はんぶんおさる。

二宮　敦人 臼月トウコは援護りたい そえだ　信 チームⅢ 堂場　瞬一 みんなで考えたい町の予算　令和４年度版

鷹の系譜 堂場　瞬一 鬼哭の銃弾 深町 秋生 上市町赤十字奉仕団４０年のあゆみ 貸出不可

豊かな暮らしと“小さな農業”
安心・安全な食料を小規模で生産する人たち

望月　健編 N／A 年森　瑛 わたしの幸せな結婚 ⑥ 顎木 あくみ 要覧　令和４年度 貸出不可

≪４/　自然科学・医学≫数学・物理・生物 等

≪５/　技術・家政学≫建築・電気・金属 等

≪６/　産業≫園芸・畜産・ 観光 等

≪７/　芸術・スポーツ≫美術・音楽・娯楽 等

≪８/　言語≫日本語・外国語 等

≪９/　文学≫詩歌・エッセイ・全集・外国文学 等

≪F /　日本文学》小説　

≪B /　文庫本≫

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

９月 １０月

絵本のよみきかせの会

読書会ふるさと学習のため、午前中は混雑します。


