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私立探検家学園①  はじまりの島で 斉藤　倫

世界史探偵コナン　　　全１２巻 青山　剛昌原作 ぐうたら魔女ホーライ来る！ 柏葉　幸子

日本史探偵コナン　シーズン１　　　全１２巻 青山　剛昌原作 化け之島初恋さがし三つ巴① 石川　宏千花

日本史探偵コナン　シーズン２　　　全６巻 青山　剛昌原作 おばけたまごはチョーきけん！ むらい　かよ

日本史探偵コナン外伝（アナザー）　　　全４巻 青山　剛昌原作 地下室の日曜日　おばけだってなやみます 村上　しいこ NO.68

徳川家康へタイムワープ
日本の伝記

TAK．Bro’s いちねんじゅうおばけずかん 斉藤 洋

都道府県別日本の地理データマップ　第4版　全８巻 かいけつゾロリ きょうりゅうママをすくえ！ 原 ゆたか

小学生から知っておきたいザ・外交②
外交を行う組織と人々

これならわかる！SDGsのターゲット169徹底解説 稲葉　茂勝
はじめての動物地理学
なぜ北海道にヒグマで、本州はツキノワグマなの？

増田　隆一

みんなえがおになれますように
ちがうってすてきなこと

うい
タガヤセ！日本
「農水省の白石さん」が農業の魅力教えます

白石　優生

ドラゴン最強王図鑑  No．1決定トーナメント！！ 〈萌えすぎて〉絶対忘れない！妄想古文 三宅　香帆

大好きなことを研究する科学者になろう！！
生物編／宇宙編

理化学研究所協力 ≪E /　えほん≫

目で見るSDGs時代の生物多様性 ジェス・フレンチ スタジオジブリのヒロインがいっぱい　

鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑
おもしろふしぎ鳥類学の世界

ようかいむらのうきうきクリスマス たかい　よしかず

るるぶどこからきたの？
食べもの＆くらしイラスト大図鑑

100ぴきかぞく 古沢　たつお

保護ねこ活動ねこかつ！
ずっとのおうちが救えるいのち

高橋　うらら 交通安全大王 よしなが　こうたく

図画工作deたのしい作品づくり
紙はんが／ステンシル／紙そめ

にらめっこだいこん わび　みよ

ほねほねザウルスパーフェクト図鑑 毒もみのすきな署長さん（ミキハウスの絵本） 宮沢　賢治 『新着本 』

やってみようバレーボール 大山　加奈 茨海小学校（ミキハウスの絵本） 宮沢　賢治 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。

ぺんたと小春のめんどいまちがいさがしBIG
家族みんなでずーっと楽しめる

ペンギン飛行機
製作所

シグナルとシグナレス（ミキハウスの絵本） 宮沢　賢治 書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名

かいけつゾロリのおやじギャグ＆なぞなぞ大じてん 原　ゆたか 北守将軍と三人兄弟の医者（ミキハウスの絵本） 宮沢　賢治 陸奥と渡島 吉村　武彦編

たのしく上達！音読クエスト①
ノーミス・笑ってはいけないほか

垣内　幸太編 パノラマずかん運転席　きみも運転手になれる！ 宮本　えつよし
東京国立博物館
ミュージアムヒストリー

東京国立博物館編 中世ヨーロッパ騎士道の作法

わたしはどこでしょう？　絵さがし日本のおもちゃ　 藤川　智子 目撃者たちの記憶　1964-2021
毎日新聞
写真部OB会

「笛吹き男」の正体
東方植民のデモーニッシュな系譜

浜本　隆志

グレッグのダメ日記⑰  なんだって、やってやる！ ジェフ・キニー トンチキ鎌倉武士 長谷川　ヨシテル

兄弟姉妹の心理学
弟がいる姉はなぜ幸せになれないのか

根本　裕幸 天路の旅人 沢木　耕太郎

結婚の技術 植草　美幸 世界のおみやげ図鑑
地球の歩き方
編集室編集

76歳。今日も良日
年をとるほど楽しくなる70代の心得帖

中尾　ミエ 新しい高校教科書に学ぶ大人の教養地理総合

サイコロジー・オブ・マネー モーガン・ハウセル
全国温泉大全
湯めぐりをもっと楽しむ極意

松田　忠徳

弘兼流　やめる！生き方 弘兼 憲史 ストックホルムと小さな街散歩スウェーデンへ 田中　桜

宗教2世 荻上　チキ編
マジカル・ラテンアメリカ・ツアー
妖精とワニと、移民にギャング

嘉山　正太

信じる者は、ダマされる。
元統一教会信者だから書けた「マインドコントロール」の手口

多田　文明

カルトの花嫁
宗教二世洗脳から抜け出すまでの20年

冠木　結心
迷える東欧
ウクライナの民が向かった国々

三木　幸治

神主はつらいよ
とある小さな神社のあまから業務日誌

新井　俊邦
バカと無知
人間、この不都合な生きもの

橘　玲

栄西を生きる ひろ　さちや 文藝春秋オピニオン　2023年の論点100

ライク・ア・ローリング公務員 福野 博昭

逆説の日本史㉗
明治終焉編

井沢　元彦 日本に住んでる世界のひと 金井　真紀

家康はなぜ乱世の覇者となれたのか
世界史の視点から読み解く戦国時代

安部　龍太郎
悪い円安良い円安
なぜ日本経済は通貨安におびえるのか

清水　順子

≪J /　こども・調べる本≫

≪J9､JF/　こども・外国、日本の物語≫　

≪Ｙ/　中・高校生用≫

≪１/　哲学・宗教≫思想・心理 等

≪２/　歴史・地理≫伝記・紀行 等

≪３/　社会科学≫行政・法律・福祉・教育・民俗 等

≪０/　総記≫情報科学・ジャーナリズム 等

町立上市図書館 新着本リスト

11月・12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５年１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

雑誌セール開催予定

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28

２月１月

絵本のよみきかせの会 読書会
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10歳から使ってほしいみんなのお金とサービス大事典
格差社会の不安にそなえるお守りBOOK

井手　英策
みその本
仕込んで、使って、一年中楽しめる

飛田　和緒 人間ってなんだ 鴻上　尚史 光のとこにいてね 一穂　ミチ

ほんとうの定年後
「小さな仕事」が日本社会を救う

坂本　貴志 さつまいものお菓子 若山　曜子 世間ってなんだ 鴻上　尚史 憐憫 島本　理生

アラフォー女性のための
 次こそ成功させる転職マニュアル

山本　しのぶ
らくらく手打ちそば
粗挽きそばも簡単

岩波　金太郎 裸で泳ぐ 伊藤　詩織 プリテンド・ファーザー 白岩　玄

家事は大変って気づきましたか？ 阿古　真理 和食屋がこっそり教えるずるいほどに旨い鶏むねおかず 笠原　将弘
無人島のふたり
120日以上生きなくちゃ日記

山本　文緒 秋麗　（東京湾臨海署安積班） 今野　敏

嫌いな親との離れ方
もうこれ以上、苦しまないで！

川島　崇照
日本全国お雑煮レシピ
地元に行って、作って、食べた

粕谷　浩子 ウクライナから来た少女ズラータ、16歳の日記 ズラータ・イヴァシコワ 悪と無垢 一木　けい

しゃべらなくても楽しい！シニアの若返り健康体操50 斎藤　道雄 収納上手のインテリア押入れ
成美堂出版
編集部編

木曜殺人クラブ②
二度死んだ男

リチャード・オスマン カサンドラのティータイム 櫻木　みわ

異彩を、放て。
「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える

松田　文登
新！掃除の解剖図鑑
やり方次第でこんなに変わる

日本ハウスク
リーニング協会

われら闇より天を見る クリス・ウィタカー 月の立つ林で 青山　美智子

病気をもつ子どもと家族のための「おうちで暮らす」
ガイドブックQ＆A

射精道 今井　伸 バッド・コップ・スクワッド 木内　一裕

障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策 鹿野　佐代子 老害の人 内館　牧子 青の刀匠 天沢　夏月

親子の「どうしても起きられない」をなくす本
教育学×医学でわかった

三池　輝久 これからの農業経営 桂 信太郎他 潜熱 乙川　優三郎 黒石　新宿鮫⑫ 大沢　在昌

きもちを贈る
作って楽しいもらってうれしいカードとラッピング

杉浦　さやか 農家が教えるイモのビックリ栽培 農文協編 吉原と外 中島　要 貸本屋おせん 高瀬　乃一

野菜売り場の歩き方 青髪のテツ はぐれんぼう 青山　七恵 教誨 柚月　裕子

身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本 かきもち
まんがでわかる畑の虫
おもしろ生態と防ぎ方

小説家の一日 井上　荒野 チンギス紀⑮　子午 北方　謙三

元素に名前をつけるなら 江頭　和宏 小さな庭をつくる 河野　義雄 過怠 谷村　志穂 祝宴 温　又柔

手づくり二十四節気 平野　恵理子
狩女のすすめ
獲る…だけじゃないジビエの魅力を教えます

ジビエふじこ
春いちばん
賀川豊彦の妻ハルのはるかな旅路

玉岡　かおる 秋雨物語 貴志　祐介

雪崩教本
雪氷災害
調査チーム編

お客さんに“習慣化”してもらう！移動販売の運営術 平山　晋 機械仕掛けの太陽 知念　実希人 芦屋山手お道具迎賓館 高殿　円

身のまわりのあんなことこんなことを
地質学的に考えてみた

渡邉　克晃
100均資本主義
脱成長社会「幸せな暮らし」のつかみ方

郭　洋春 君といた日の続き 辻堂　ゆめ タスキメシ-五輪- 額賀　澪

絶滅してない！
ぼくがまぼろしの動物を探す理由

宗像　充
交通事故保険金のカラクリ
知らないと損をする！

山下　江 川のほとりに立つ者は 寺地　はるな

今と未来がわかる脳と心 世界と日本の鉄道史 川辺　謙一 老人ホテル 原田　ひ香 叛撃　 今野 敏

ライフスパン　老いなき世界 デビッド・Ａ・シンクレア 金環日蝕 阿部　暁子 失踪 小杉 健治

名医が教える炎症ゼロ習慣
体内年齢が10倍若返る

今井　一彰 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内　有緒 ULTIMATE　EDITION 阿部　和重 神の領域　検事・城戸南 堂場 瞬一

即効！耳ほぐし
1回1分もむだけで、不調をすっきり改善！

松岡　佳余子
ムーミンとトーベ・ヤンソン
自由を愛した芸術家、その仕事と人生

ポール・グラヴェット 十三夜の焔 月村　了衛

肩の痛み・四十肩改善マニュアル ロビン・マッケンジー
心を伝える実用書道
あなたを輝かせる筆文字

中室　舟水 吹上奇譚④　ミモザ 吉本　ばなな 四色の藍 ㊤㊦ 西條　奈加

コネコネ
コーネン鬼×コーネン喜

一本木　蛮
スマホ1台で動画制作はじめます！
誰でもおしゃれにプロっぽく

JEMMA
すべてのことはメッセージ
小説ユーミン

山内　マリコ

専門医がやさしく教えるリウマチの治し方 佐藤　理仁 いくつになってもぬいぐるみ愛　幸せの日々のために 松原　敬三 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳　碧人 立山のお地蔵さま

心不全がわかる本
命を守るためにできること

発表会・卒園式のためのベスト・オブ感動ソング54
左手カンタン＆キレイな編曲

滝川　弥絵 乱れる海よ 小手鞠　るい 令和4年度特別展　金属から見る富山の歴史

不安なモンロー、捨てられないウォーホル
「心の病」と生きた12人の偉才たち

クラウディア・カルブ 所ジョージの世田谷ベース 栞と嘘の季節 米澤　穂信 石垣から読み解く富山城 富山城研究会

名医が教える男性妊活の最強事典 辻村　晃
はじめての“ぷち”キャンプ
車がなくてもテントがなくても

森　風美 絶筆 石原　慎太郎 北陸の名城を歩く　富山編

身近な素材でつくるかんたん養生酒 植木　もも子 おうち茶道のすすめ 水上　麻由子
なんとかしなくちゃ。
青雲編　　1970-1993

恩田　陸 萩中幸雄作品集　vol.2　2008-2021

特殊清掃人 中山　七里 福井直秋生誕145周年記念演奏会
上市町健康文化
振興財団

最強プラモ
みんなで開けようプラモの箱

がんばらない敬語
相手をイラッとさせない話し方のコツ

宮本　ゆみ子
鎌倉残影
歴史小説アンソロジー

朝井　まかて 二百回句会記念　合同句集Ⅱ

「モーター、マジわからん」と思ったときに読む本 森本　雅之
中国語は不思議
「近くて遠い言語」の謎を解く

橋本　陽介 不知火判事の比類なき被告人質問 矢樹　純

よくわかる最新界面活性剤の基本と仕組み
混じり合わないものをつなぐ物質

齋藤　勝裕 英語学習のつまずき50の処方箋 西澤　ロイ 今夜、ぬか漬けスナックで 古矢永　塔子 ミラクルハピネス♥心理テスト1412
ミラクル心理
研究会編

新・日本懐かし自販機大全 魚谷　祐介 嘘つきなふたり 武田　綾乃 きみを変える50の名言　3期1　芦田愛菜、倉本聰ほか 佐久間　博文

夜ふけの酒評
愛と独断の日本酒厳選50

山内　聖子 このミステリーがすごい！　2023年版
任務
松本清張未刊行短篇集

松本　清張 英雄最強王図鑑  No．1決定トーナメント！！

弱い力でも使いやすい頼もしい文具たち 波子
怖い家
伝承、怪談、ホラーの中の家の神話学

沖田　瑞穂
馬上の星
小説・馬援伝

宮城谷　昌光 神話最強王図鑑  No．1決定トーナメント！！

夫と妻の定年前後のお金と手続き
税理士・社労士が教える万全の進め方Q＆A大全

樋口一葉赤貧日記 伊藤　氏貴
変な絵
あなたには、この絵の「謎」が、解けますか？

雨穴 中村哲物語  大地をうるおし平和につくした医師 松島　恵利子

≪B /　文庫本≫

≪L /　大活字本≫

≪９/　文学≫詩歌・エッセイ・全集・外国文学 等

≪J /　こども・調べる本≫

≪F /　日本文学》小説　

≪８/　言語≫日本語・外国語 等

≪７/　芸術・スポーツ≫美術・音楽・娯楽 等

≪６/　産業≫園芸・畜産・ 観光 等

≪５/　技術・家政学≫建築・電気・金属 等

≪４/　自然科学・医学≫数学・物理・生物 等

≪T /　郷土資料≫


