
　　飯能市立図書館　　　新　着　図　書　案　内　　２０２２年８月号

タイトル 著者など 出版社 請求記号

ゆっくり学ぶ 岸見 一郎∥著 集英社クリエイティブ002/ｷ/

インターネットで文献探索　'22 伊藤 民雄∥著 日本図書館協会 007.58/ｲ/22

朝日新聞政治部 鮫島 浩∥著 講談社 070/ｻ/

食の哲学 サラ E.ウォース∥著 バジリコ 104/ｳ/

ピンピン、ひらり。 鎌田 實∥著 小学館 159/ｶ/

宮廷女性の戦国史 神田 裕理∥著 山川出版社 210.4/ｶ/

生きるみちしるべ 文化出版局∥編 文化学園文化出版局 281/ｲ/

ひげの殿下日記 寛仁親王∥著 小学館 288/ﾐ/

全国キャンプ場ガイド '22 昭文社 291/ｾﾞ/22

フィンランドで気づいた小さな幸せ365日 島塚 絵里∥著 パイインターナショナル 293/ｼ/

戦士たちの記録 重信 房子∥著 幻冬舎 309/ｼ/

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 318/ｽ/

法律トラブルを解決するならこの1冊 國部 徹∥監修 自由国民社 320/ﾎ/

退職金をめぐる税務 新名 貴則∥著 清文社 336.9/ｼ/

2026年日本国破産 浅井 隆∥著 第二海援隊 342/ｱ/

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367.7/ﾀ/

地域でできる自殺予防 高橋 聡美∥著 日本医学出版 368/ﾀ/

介護の「困った」「知りたい」がわかる本 高室 成幸∥監修 宝島社 369.2/ｶ/

宇宙大図鑑プレミアム ニュートンプレス 440/ｳ/

教養のための植物学 久保山 京子∥著 朝倉書店 471/ｸ/

アリエナイ毒性学事典 くられ∥文 三才ブックス 491.59/ｸ/

足の痛み・しびれ・はれ・変形自力でよくなる!
名医が教える最新1分体操大全 文響社 494.67/ｱ/

知っておきたい爪の知識と病気 東 禹彦∥著 金原出版 494.8/ﾋ/

健康保険が使える漢方薬の事典 今津 嘉宏∥著 つちや書店 499.8/ｲ/

誰のための排除アート? 五十嵐 太郎∥著 岩波書店 518/ｲ/

写真でスラスラわかる建築基準法 関田 保行∥著 エクスナレッジ 520/ｾ/

よくわかる最新バイクの基本と仕組み 青木 タカオ∥著 秀和システム 537/ｱ/

大家族ごはん Mako∥著 成美堂出版 596/ﾀ/

おあげさん 平松 洋子∥著 パルコエンタテインメント事業部 596.04/ﾋ/

低温調理の教科書 今城 敏∥著 カナリアコミュニケーションズ 596.33/ｲ/

日本ご当地パン大全 辰巳出版 596.63/ﾆ/

　〈工業・家庭・産業〉

新たに入った資料の一部です。貸出中の時は予約をかけてお待ちください。

なお、OPAC(資料検索機)・図書館ホームページでも検索・予約ができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(予約の際はパスワードが必要です)

　〈総記・哲学・宗教〉

　〈歴史・地理・旅行〉

　〈社会・教育・民俗学〉

　〈自然科学・動植物・医学〉



タイトル 著者など 出版社 請求記号

日本の仏像 薬師寺 君子∥著 西東社 718/ﾔ/

粘土で作る!いきもの造形 竹内 しんぜん∥著 ホビージャパン 751/ﾀ/

土から土器ができるまで 望月 昭秀∥著 ニルソンデザイン事務所 751/ﾓ/

PPバンドでつくる大人のかご・バッグ 松田 裕美∥著 学研プラス 754/ﾏ/

鎌倉殿の13人 後編 三谷 幸喜∥作 NHK出版 778/ｶ/2

ハードル 谷川 聡∥著 ベースボール・マガジン社 782/ﾀ/

新・スペイン人が日本人によく聞く100の質問 瓜谷 望∥著 三修社 867/ｳ/

「私」という男の生涯 石原 慎太郎∥著 幻冬舎 910.2/ｲ/

晩秋行 大沢 在昌∥著 双葉社 913.6/ｵ/

わたしたち 落合 恵子∥著 河出書房新社 913.6/ｵ/

神薙虚無最後の事件 紺野 天龍∥著 講談社 913.6/ｺ/

コークスが燃えている 櫻木 みわ∥著 集英社 913.6/ｻ/

爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤 究∥著 講談社 913.6/ｻ/

セカンドチャンス 篠田 節子∥著 講談社 913.6/ｼ/

カレーの時間 寺地 はるな∥著 実業之日本社 913.6/ﾃ/

オリーブの実るころ 中島 京子∥著 講談社 913.6/ﾅ/

両手にトカレフ ブレイディみかこ∥著 ポプラ社 913.6/ﾌﾞ/

墜落 真山 仁∥著 文藝春秋 913.6/ﾏ/

星屑 村山 由佳∥著 幻冬舎 913.6/ﾑ/

千代田区一番一号のラビリンス 森 達也∥著 現代書館 913.6/ﾓ/

鯉姫婚姻譚 藍銅 ツバメ∥著 新潮社 913.6/ﾗ/

言葉のおもちゃ箱 伊奈 かっぺい∥著 本の泉社 914/ｲ/

ははとははの往復書簡 長島 有里枝∥著 晶文社 915/ﾅ/

血を分けた子ども オクテイヴィア　E.バトラー∥著 河出書房新社 933/ﾊﾞ/

仕立屋お竜 岡本 さとる∥著 文藝春秋 B913.6/ｵ/

みつばの郵便屋さん ７ 小野寺 史宜∥[著] ポプラ社 B913.6/ｵ/7

南町奉行と餓舎髑髏 風野 真知雄∥著 文藝春秋 B913.6/ｶ/

喧騒の夜想曲 日本推理作家協会∥編 光文社 B913.6/ｹ/

狂う潮 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 B913.6/ｻ/

お勝手のあん ３ 柴田 よしき∥著 角川春樹事務所 B913.6/ｼ/3

てのひらの未来 村山 由佳∥著 集英社 B913.6/ﾑ/

「捨てなきゃ」と言いながら買っている 岸本 葉子∥著 双葉社 B914/ｷ/

愉快なる地図 林 芙美子∥著 中央公論新社 B915/ﾊ/

テクノロジーが予測する未来 伊藤 穰一∥著 SBクリエイティブ S007.3/ｲ/

会計と経営の七〇〇年史 田中 靖浩∥著 筑摩書房 S336.9/ﾀ/

駒澤大学仏教学部教授が語る
仏像鑑賞入門

村松 哲文∥著 集英社 S718/ﾑ/

いちばん効率がいいすごいジム・トレ 坂詰 真二∥著 青春出版社 S780/ｻ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


