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大インダス世界への旅
チベット、インド、パキスタン、アフガニスタンを貫く大河流域を歩く

船尾　修

仕事と勉強にすぐに役立つ「ノート術」大全 安田　修 シベリアのビートルズ　イルクーツクで暮らす 多田　麻美

書籍修繕という仕事
刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる

ジェヨン

情報洪水時代の歩き方　メディアを賢く消費する 大野　伸 中学入試超良問で学ぶニッポンの課題 おおた　としまさ

ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた 斎藤　幸平

スマホ時代の哲学
失われた孤独をめぐる冒険

谷川　嘉浩 いま世の中で起きている「本当のこと」 及川 幸久

マルクス・アウレリウス
『自省録』のローマ帝国

南川　高志 虚ろな革命家たち　連合赤軍森恒夫の足跡をたどって 佐賀　旭

16タイプ別性格BOOK
本当のあなたの探し方育て方

キム　ソナ
すぐに役立つ入門図解親子の法律問題
〈離婚・親子関係・いじめ・事故・虐待〉解決の知識

金運年鑑   たかみー原案 家庭裁判所のあらまし

「君しかいない!」と言われる人になる 今井孝 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰

日蓮を生きる ひろ　さちや
アフター・アベノミクス
異形の経済政策はいかに変質したのか

軽部　謙介

日本経済への遺言 大蔦 勝威

対決！日本史③
維新から日清戦争篇

安部　龍太郎 実地棚卸なるほどQ＆A　3つのステップを完全マスター！ 近江　元

戦国大名と家臣団の絵事典　見て楽しむ 医療保険で損をしたくないならこの1冊 三田村　京

武士とは何か 呉座　勇一 会計検査事例100選　令和4年版

出雲・吉備・伊予 吉村　武彦編
哀しくも愛おしい「40代おじさん」のリアル
30年調査でみる

前沢　裕文

≪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

≪１/　哲学・宗教≫思想・心理 等

≪２/　歴史・地理≫伝記・紀行 等

町立上市図書館 新着本リスト

１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２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

３月の 絵本のよみきかせ会のテーマは

です。

あなたはどんな時に春の訪れを感じますか？

ウグイスの声を聞いたとき？ 卒業がテーマの曲を耳にしたとき？

タンポポの花を見たとき？

図書館で絵本を読んで、春を探してみませんか。

『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。
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絵本のよみきかせの会 読書会

雑誌セール開催予定
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援助の原点 吉岡 隆 名探偵外来　泌尿器科医の事件簿 似鳥　鶏 日本の歴史⑮　　大正デモクラシー

世界の麺図鑑
地球の歩き方
編集室編集

いとをかしき20世紀美術 筧　菜奈子 わたしのアグアをさがして 深沢　潮 日本の歴史⑯　　恐慌と軍部の台頭

おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら言った
世界ことわざ紀行

金井　真紀 日々臆測 ヨシタケ　シンスケ 中庭のオレンジ 吉田　篤弘 日本の歴史⑰　　アジア・太平洋戦争

桜華　防衛大学校女子卒業生の戦い 武田　頼政 美術年鑑　2023 美術年鑑編集部編集 タングル 真山　仁 日本の歴史⑱　　占領と日本の復興

ゼロから分かる！知れば知るほど、面白いジャズ入門 植物少女 朝比奈　秋 日本の歴史⑲　　高度経済成長の時代

直感とちがう数学 どうする家康    前編 古沢　良太作 祝祭のハングマン 中山　七里 日本の歴史⑳　　平成から令和へ

よくわかる最新光工学の基本と仕組み
基礎から最新光学技術までよくわかる！

小野　明 羽生結弦飛躍の原動力　プレミアム保存版 AERA編集部編 ある愛の寓話 村山　由佳
小学生から知っておきたいザ・外交③
外交の大事なルール

体をつくり、機能を維持する生体物質事典
各種栄養素から消化酵素ホルモン遺伝子まで

鈴木　裕太
ゲーム反対派の僕が2年で4000時間も
　ゲームをするようになった理由

小籔　千豊 名探偵のままでいて 小西　マサテル ルールびっくり事典　まもれる？まもれない？

さらに知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤　淳一
ネズミなんびきでゾウになる？
算数がわかる数のえほん

トレイシー・ター
ナー

プロの履歴書からわかる生きものの仕事 松橋　利光 国会話法の正体　政界に巣くう怪しいレトリック 藤井　青銅 富山県の公共図書館　令和３年度
光るマウスが未来をかえる　おはなしサイエンス
遺伝子工学

森川　成美

今さら聞けない人体の超基本
トレーニング・ダイエットの前に

もう一つの飛騨街道 宮村光治
めんはすごい！　シェフが先生！小学生から使える、
　子どものためのいろんなめんの料理本

柴田書店編

運動脳　BRAIN アンデシュ・ハンセン 作家超サバイバル術！ 中山　七里 ２０年のあゆみ アルプス農業協同組合 小学生のための「日本の名画」がわかる本
「日本の名画が
わかる本」編集室

「認知症の人」への接し方のきほん
あなたの家族に最適な方法が見つかる！

矢吹　知之 ポエトリー・ドッグス 斉藤　倫 立山町芦峅寺・立山信仰の石造物
めちゃヘンな早口ことば
かむもかまぬも神だのみ

大谷　健太

共依存 吉岡隆 上野千鶴子がもっと文学を社会学する 上野　千鶴子 日本のひとびと　才田 峰風作品集 才田 峰風

スマホ失明 川本　晃司 silentシナリオブック完全版 生方　美久脚本 大沢野　第二十一集
子どもお悩み相談会
作家7人の迷回答

角田　光代

たりる生活 群　ようこ 風にゆれる道草　第3版 保利進
プリンセス・イン・ブラックとはらぺこうさぎ
プリンセス・イン・ブラック③

シャノン・ヘイル

間取りの解剖図鑑
動線から住まいと暮らしを読み解く

本間　至
文藝春秋昭和・平成・令和傑作選
もう一度読みたいあの記事あのエッセイ

箱舟に8時集合！ ウルリヒ・フーブ

日本全国タイル遊覧 吉田　真紀 ある行旅死亡人の物語 武田　惇志 東大王からの挑戦！めざせ子ども東大王最強クイズ
TBSテレビ「東大王」
クイズ制作チーム

あやし、おそろし、天獄園　銭天堂番外編 廣嶋　玲子

世界一わかりやすい腕時計のしくみ 高木　教雄 三体0　球状閃電 劉　慈欣
なぜ？がわかる！にゃんこ大戦争クイズブック
 科学のぎもん編

マジカルカレンダー①
タイムトラベル！？400年前の世界へGO！

吉野　万理子

いますぐ食べたい！冷凍食品の本
レシピつき

西川　剛史 赤いブキサル アフマッド・トハリ きみを変える50の名言　3期2　　　森英恵、八村塁ほか 佐久間　博 モンスター・ホテルでうたいましょう 柏葉　幸子

余った毛糸で何つくる？
かぎ針編みのかわいいアイディアレシピ

鹿狩りの季節 エリン・フラナガン 日本の歴史①　　日本文化のあけぼの にわか魔女のタマユラさん 伊藤　充子

60歳からの毎日がしあわせになるメイク
大人のメイクは頑張らないでキレイに！

日本の歴史②　　律令国家への道

豆腐、豆乳、豆乳ヨーグルトのおやつ 今井　ようこ 家康の海 植松　三十里 日本の歴史③　　平城京と政争の時代 5分後に意外な結末ex　亜麻色の糸で紡がれた物語 桃戸　ハル編

トースターで作れる！おうちで簡単本格パン 松尾　美香 骨灰 冲方　丁 日本の歴史④　　平安王朝と貴族政治 5分後に意外な結末ex　緑に覆われた世界の出来事 桃戸　ハル編

チョコレート・バイブル 青木　裕介 鎌倉駅徒歩8分、空室あり 越智　月子 日本の歴史⑤　　院政と武士の台頭

ホットケーキミックスの絶品おやつ
お店みたいなパンケーキや焼き菓子、パンまで作れる！

ムラヨシ　マサユキ ここでは誰もが嘘をつく 嶋中　潤 日本の歴史⑥　　鎌倉幕府の成立 20ぴきのおしょうがつ たしろ　ちさと

風の値段 堂場　瞬一 日本の歴史⑦　　室町幕府と下剋上の時代 ようかいむらのゆけゆけゆきがっせん たかい　よしかず

明治日本の産業革命遺産　見る・知る・考える 岩下　哲典編 闘え！ミス・パーフェクト 横関　大 日本の歴史⑧　　戦国大名と織豊政権 くみたて 田中　達也

使い切れない農地活用読本
荒らさない、手間をかけない、みんなで耕す

農山漁村文化協会編 継ぐ者 上田　秀人 日本の歴史⑨　　江戸幕府誕生 ゆうちゃんのノート 藤田陽一

今日からはじめる農家の事業承継
2万人の跡継ぎと考えた成功メソッド

伊東　悠太郎 タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース 窪　美澄 日本の歴史⑩　　天下泰平の時代 三国志:燕虎物語 畠 智慧

ひとかけらの木片が教えてくれること
木材×科学×歴史

田鶴　寿弥子 踏切の幽霊 高野　和明 日本の歴史⑪　　「内憂外患」の時代

サラリーマンはラクをしろ！ horishin 罪の境界 薬丸　岳 日本の歴史⑫　　開国と幕末の動乱

平成レトロの世界　　山下メロ・コレクション 山下　メロ 地図と拳 小川　哲 日本の歴史⑬　　明治維新と文明開化

港で働く 鑓田　浩章 江戸一新 門井　慶喜 日本の歴史⑭　　日清・日露戦争と帝国日本

≪５/　技術・家政学≫建築・電気・金属 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

≪４/　自然科学・医学≫数学・物理・生物 等

≪６/　産業≫園芸・畜産・ 観光 等

≪T /　郷土資料≫

≪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≫

≪E /　えほん≫

≪７/　芸術・スポーツ≫美術・音楽・娯楽 等

≪F /　日本文学》小説　


