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もういちど読みとおす山川新日本史 ㊦ 大津　透

絵本で学ぶSDGs　地球の未来を考える
絵本でSDGs
推進協会編

しまずかん こにし　けい

54字の物語Q
意味がわかるとスッキリする超短編クイズ

氏田　雄介編 田中陽希日記　日本3百名山ひと筆書き 田中　陽希

いいかげんなイタリア生活
イタリア在住15年の私が見つけた頑張りすぎない生き方

ワダ　シノブ

悩んだら、先人に聞け！
センター倫理で日本の思考の型を学ぶ

相澤　理

辛酸なめ子、スピ旅に出る 辛酸　なめ子 ウクライナ戦記　不肖・宮嶋最後の戦場 宮嶋　茂樹

日本の仏様ご利益事典
イラストでまるわかり！

政治のことよくわからないまま
社会人になった人へ

池上　彰

一遍を生きる ひろ　さちや 数奇な航海　私は第五福龍丸 川井　龍介

最澄を生きる ひろ　さちや
もしキミが、人を傷つけたなら、傷つけられたなら
10代から学んでほしい体と心の守り方

犯罪学教室の
かなえ先生

入管問題とは何か
終わらない〈密室の人権侵害〉

鈴木　江理子編

世界でいちばん素敵な古代文明の教室
東大生が日本を100人の島に例えたら
面白いほど経済がわかった！

ムギタロー

もういちど読みとおす山川新日本史 ㊤ 大津　透 ビジネスで使える数学の基本が1冊でざっくりわかる本 グロービス

≪０/　総記≫情報科学・ジャーナリズム 等

≪１/　哲学・宗教≫思想・心理 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

９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１０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

１１月の

絵本のよみきかせ会のテーマは です。

秋と言えば、赤や黄色に染まった紅葉を思い浮かべますが

キラキラ光った真っ白な新米や、出来立ての焼き芋も黄金色が目にまぶしく

私たちの舌だけではなく、目も楽しませてくれますね。

秋がいっぱい詰まった絵本で、美しいものを一緒に

見つけましょう。

『新着本 』
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。

11/8 ～ 11/16 蔵書点検のため

休館します。
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絵本のよみきかせの会 読書会



書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名

世界国勢図会　世界がわかるデータブック
2022／23

貸出
不可

矢野恒太
記念会編集

世界一役に立たない育児書 かねもと デクリネゾン 金原　ひとみ 2021年コンベンション統計
貸出
不可

社会保障のトリセツ 山下　慎一 浅草ルンタッタ 劇団ひとり

90歳になっても、楽しく生きる 樋口　恵子 都会を出て田舎で0円生活はじめました 田村　余一 此の世の果ての殺人 荒木　あかね アマゾン川　熱帯雨林・生命の源
サングマ・
フランシス

プチプラで「地震に強い部屋づくり」 辻　直美 そのとき、日本は何人養える？ 篠原　信 マーブル 珠川　こおり なりたい！が見つかるお仕事図鑑 朝日新聞出版編

「ヤングケアラー」とは誰か
家族を“気づかう”子どもたちの孤立

村上　靖彦
農家が教えるわくわくマメつくり
栽培・保存・加工・レシピ

農文協編 掌に眠る舞台 小川　洋子 世界の妖怪大図鑑 水木　しげる

もしもに役立つ、いつものモノ選び
防災グッズは備えず使う！

松永　りえ
図解よくわかるモモ栽培
品種・管理作業・整枝剪定

富田　晃 営繕かるかや怪異譚 ③ 小野　不由美
みんなが知りたい！単位のすべて
暮らしから勉強まで役立つ知識としくみ

「単位のすべて」
編集室

難病の子どもと家族が教えてくれたこと 中嶋弓子
金魚いろ×かたち謎解き図鑑
どうしてデメキンやランチュウみたいになるの？

大森　義裕 レジデンス 小野寺　史宜
びっくり！動物園のおしごと大図鑑
70のひみつにせまる！

DK社編

大人の若見えを叶えるしぐさとふるまい
一瞬で見た目年齢が下がるアンチエイジング・メソッド

諏内　えみ
クイズdeデザイン
解くだけで一生使える知識が学べる！

ingectar‐e ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡　圭祐 寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ
ヴィッキー・
ウッドゲート

競争の番人 ②　内偵の王子 新川　帆立 目まもりドリル　お医者さんが考えた 平松　類

文系のためのめっちゃやさしい時間
（東京大学の先生伝授）

tupera　tuperaの手づくりおもちゃ tupera　tupera 首取物語 西條　奈加 小学生からの電気図鑑 TDG電気指導会

よくわかる土中環境
イラスト＆写真でやさしく解説

高田　宏臣
かんたんレジンのアクセサリーBOOK
つやつやカラフル・テクニックがいっぱい

新！店長がバカすぎて 早見　和真 情報通信のひみつ

街なか葉めくり虫さんぽ とよさき　かんじ 大人かわいい折り紙＆雑貨 日本ペーパーアート協会 愛という名の切り札 谷川　直子 世界遺産を救え！ レオ・ホプキンソン

びっくり深海魚　世にも奇妙なお魚物語 尼岡　邦夫 終止符のない人生 反田　恭平 祈りのカルテ ②　再会のセラピー 知念　実希人
はじめてでも描ける！
まんがキャラ魔法の描きかたレッスン★

キラかわ☆
まんが研究部

ふたつの誕生日　移植ってわがままですか？ 大谷　邦郎 日本で力士になるということ　外国出身力士の魂 飯塚　さき ハヤブサ消防団 池井戸　潤 仮面ライダー全戦士超ファイル　1971-2022

「家トレ」のきほん　飽きずに楽しく続けられる！
「自分で動ける」を維持するトレーニング

石田　竜生 花と器の素敵な合わせ方 小川　典子 殺人者の白い檻 長岡　弘樹 ボランティアたちの物語

外反母趾痛み・変形自力で克服！
足の名医が教える最新1分体操大全

熊井　司 嘘つきジェンガ 辻村　深月 おぼえようバドミントンのルール 上田　敏之

40代から始めよう！閉経マネジメント
更年期をラクに乗り切る、体と心のコントロール術

吉形　玲美 語学の天才まで1億光年 高野　秀行 ヘルンとセツ 田渕　久美子

マンガでわかるＡＰＤ聴覚情報処理障害 阪本浩一 汝、星のごとく 凪良　ゆう
プリンセス・イン・ブラックと
さいこうなプリンセス・パーティー

シャノン・ヘイル

歯の話をしませんか？ 熊谷　靖司 瀬戸内寂聴　増補新版　愛と文学に生きた99年 家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ
ふしぎな図書館とアラビアンナイト
ストーリーマスターズ ②

廣嶋　玲子

缶詰ひとつで養生ごはん　かんたんおいしく体が整う 久保　奈穂実 そして誰もゆとらなくなった 朝井　リョウ 若葉荘の暮らし 畑野　智美 まちのおばけずかん　ハイ！ 斉藤　洋

コロナワクチン失敗の本質 宮沢　孝幸 小さいわたし 益田　ミリ あの子とQ 万城目　学 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ⑱ 廣嶋　玲子

ドラッグストアで買えるあなたに合った
薬の選び方を頼れる薬剤師が教えます

児島　悠史 人生ってなんだ 鴻上　尚史

妻はサバイバー 永田　豊隆 富山県立図書館年報　令和３年度
貸出
不可

「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と
僕が言い続ける理由

大空　幸星

日本の水族館五十三次
イラストで読む建築

宮沢　洋編 忘れたとは言わせない
トーヴェ・
アルステルダール

埋蔵文化財年報　令和３年度
貸出
不可

ドローンのつくり方・飛ばし方
構造、原理から製作・カスタマイズまで

野波　健蔵共 とやま発掘だより カピバラがやってきた
アルフレド・
ソデルギット

IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について
教えてください

河瀬　季 乱鴉の空　　「弥勒」シリーズ ⑪ あさの　あつこ 砺波平野庄川流域の散村と伝統知・地域知 まよなかの魔女たち
エイドリアン・
アダムズ

船の仕事海の仕事 夜の道標 芦沢　央 戦国時代の城端 藤田豊久 はとのクルックのとけいえほん たちの けいこ

トコトンやさしい吸着の本 斎藤　恭一 祝祭の子 逸木　裕 「日々、生地。」　海の表情 角谷祥子 なぞなぞでおばけやしきたんけん 石津　ちひろ

アップサイクル・ノート
今ある布を大切に使いまわす

グラフィック社編集部編 レペゼン母 宇野　碧 富山県民経済計算報告書　令和元年度
貸出
不可

とんかつのぼうけん 塚本　やすし

家庭の魚料理　保存版
魚のさばき方と一生使えるレシピ

川上　文代 絞め殺しの樹 河崎　秋子 富山市科学博物館研究報告　第４６号
貸出
不可

「酢」のレシピ
なくてはならない調味料

有元　葉子 介護者D 河崎　秋子
清流環境作文コンクール受賞作品集
第４回　２０２１年度

平野レミのオールスターレシピ
家族の絆はごはんで深まる

平野　レミ 空を駆ける 梶　よう子
若い人に伝えたい砺波地方の昔の米作り
７月～１２月編

柿のお菓子づくり 今井　ようこ 流れる星をつかまえに 吉川　トリコ 創立７０周年記念誌

≪T /　郷土資料≫ ≪Ｙ/　中・高校生用≫

≪E /　えほん≫

≪９/　文学≫詩歌・エッセイ・全集・外国文学 等

≪J9､JF/　こども・外国、日本の物語≫　

≪５/　技術・家政学≫建築・電気・金属 等

≪F /　日本文学》小説　

≪４/　自然科学・医学≫数学・物理・生物 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

≪J /　こども・調べる本≫


