
２０２２年１月新刊案内
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1 五つの季節に探偵は 逸木裕著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/26

2 おんなの女房 蝉谷めぐ実著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/26

3 断罪のネバーモア 市川憂人著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 日本文芸書 1/31

4 かくして彼女は宴で語る　明治耽美派推理帖 宮内悠介著 幻冬舎 日本文芸書 1/24

5 石を黙らせて 李龍徳著 講談社 日本文芸書 1/24

6 オン・ザ・プラネット 島口大樹著 講談社 日本文芸書 1/12

7 ブラックボックス 砂川文次著 講談社 日本文芸書 1/24

8 黛家の兄弟 砂原浩太朗著 講談社 日本文芸書 1/11

9 ミシンと金魚 ※第４５回すばる文学賞受賞作品永井みみ著 集英社 日本文芸書 2/2

10 我が友、スミス 石田夏穂著 集英社 日本文芸書 1/17

11 朱より赤く　高岡智照尼の生涯 窪美澄著 小学館 日本文芸書 1/24

12 怪物 東山彰良著 新潮社 日本文芸書 1/27

13 探花　 ( 隠蔽捜査９ ) 今野敏著 新潮社 日本文芸書 1/17

14 一期一会の人びと 五木寛之著 中央公論新社 日本文芸書 1/5

15 威風堂々　上　幕末佐賀風雲録 伊東潤著 中央公論新社 日本文芸書 1/5

16 威風堂々　下　明治佐賀風雲録 伊東潤著 中央公論新社 日本文芸書 1/5

17 モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本葉子著 中央公論新社 日本文芸書 1/5

18 Ｓｃｈｏｏｌ ｇｉｒｌ 九段理江著 文藝春秋 日本文芸書 1/13

19 サンセット・サンライズ 楡周平著 講談社 日本文芸書 1/24

20 その日まで 瀬戸内寂聴著 講談社 日本文芸書 1/11

21 母の待つ里 浅田次郎著 新潮社 日本文芸書 1/24

22 もう別れてもいいですか 垣谷美雨著 中央公論新社 日本文芸書 1/5

23 少女を埋める 桜庭一樹著 文藝春秋 日本文芸書 1/21

24 奔流の海 伊岡瞬著 文藝春秋 日本文芸書 1/24

25 私の盲端 朝比奈秋著 朝日新聞出版 日本文芸書 2/3

26 連鎖犯 生馬直樹著 光文社 日本文芸書 1/17

27 旅書簡集　ゆきあってしあさって 高山羽根子著/酉島伝法著/倉田タカシ著東京創元社 日本文芸書 1/25

28 スター・シェイカー ※第９回ハヤカワＳＦコンテスト大賞受賞作品人間六度著 早川書房 日本文芸書 1/18

29 桜風堂 夢ものがたり 村山早紀著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 1/11

30 ６Ｂの鉛筆で書く 五味太郎著 ブロンズ新社 日本文芸書 2/16

31 あずかりやさん　満天の星 ( 「あずかりやさん」シリーズ) 大山淳子著 ポプラ社 日本文芸書 1/11

32 おネコさま御一行　れんげ荘物語 群ようこ著 角川春樹事務所 日本文芸書 1/12

33 アクトレス （仮） 誉田哲也著 光文社 日本文芸書 1/17

34 月の光の届く距離 （仮） 宇佐美まこと著 光文社 日本文芸書 1/17

35 山狩 （仮） 笹本稜平著 光文社 日本文芸書 1/17

36 ボタニカ 朝井まかて著 祥伝社 日本文芸書 1/11

37 階段ランナー 吉野万理子著 徳間書店 日本文芸書 1/28

38 六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條奈加著 ＰＨＰ研究所 日本文芸書 1/11

39 鑑定人　氏家京太郎 中山七里著 双葉社 日本文芸書 1/18

40 ビトナ　ソウルの空の下で ル・クレジオ著/中地義和訳作品社 外国文芸書 2/

41 とうもろこし倉の幽霊 ( 新☆ハヤカワ・ＳＦ・シリーズ) Ｒ・Ａ・ラファティ著/井上央訳早川書房 外国文芸書 1/18

42 塩の湿地に消えゆく前に ( ハヤカワ・ミステリ)※エドガー賞最優秀新人賞受賞作品ケイトリン・マレン著/国弘喜美代訳早川書房 外国文芸書 1/5

43 冷凍つくりおきで毎日すぐでき弁当 平岡淳子著 家の光協会 くらしの実用書 2/中

44 基礎から学ぶ２８のスモッキングテクニック 秋田由季著 文化出版局 くらしの実用書 1/28

45 温かいからおいしいお菓子 坂田阿希子著 文化出版局 くらしの実用書 1/28

46 新しい あいさつ・スピーチ文例集 すぴーち工房著 法研 くらしの実用書 1/18

47 図解 ウイルスと除菌のことがよくわかる本 内海洋著 あさ出版 くらしの実用書 1/11

48 がんばりすぎない 家事の時短図鑑 田中ナオミ著 エクスナレッジ くらしの実用書 1/31

49 そのまま食べてもおいしい！ ふわふわスポンジ生地のお菓子 加藤里名著 主婦と生活社 くらしの実用書 1/26

50 スカート＆パンツの基本パターン集 野木陽子著 日本ヴォーグ社 くらしの実用書 1/26

51 物価とは何か ( 講談社選書メチエ) 渡辺努著 講談社 ビジネス・くらしの経済 1/11

52 ５１の図解で見えてくる ビジネスモデルの未来予報 齊田興哉著 ＣＣＣメディアハウスビジネス・くらしの経済 1/31

53 感じがいいと思われる 敬語の話し方 川道映里著/西出ひろ子監修ナツメ社 ビジネス・くらしの経済 1/18

54 多様性って何ですか？ Ｄ＆Ｉ、ジェンダー平等入門 羽生祥子著 日経ＢＰマーケティングビジネス・くらしの経済 1/13

55 小さい林業で稼ぐコツ２ 裏山は宝の山、広葉樹の価値発見 農文協編 農山漁村文化協会 ビジネス・くらしの経済 1/27

56 プロに教わる 野菜の収穫・保存・加工の技とコツ やさい畑ファーマーズ倶楽部著家の光協会 すまい・住宅・建築 2/中

57 いちばん楽しい マンションの間取り図鑑 リノベる。著 エクスナレッジ すまい・住宅・建築 1/24

58 一生使えるサイズ事典 住宅のリアル寸法 完全版 エクスナレッジ すまい・住宅・建築 1/27

59 農的暮らしをはじめる本 都市住民のＪＡ活用術 榊田みどり著 農山漁村文化協会 すまい・住宅・建築 1/17

60 様式とかたちから建築を考える 五十嵐太郎著/菅野裕子著平凡社 すまい・住宅・建築 2/9

61 腰痛は座り方が９割 碓田拓磨著 主婦の友社 健康と家庭の医学 1/27

62 ７０歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食事に変える！ 塩野崎淳子著/若林秀隆監修すばる舎 健康と家庭の医学 2/7
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63 はたらく内臓 元気のしくみと不調の原因がわかる！ 内臓機能大全     坂井建雄監修 中央公論新社 健康と家庭の医学 1/17

64 季節の不調が必ずラク～になる本 瀬戸佳子著 文化出版局 健康と家庭の医学 1/28

65 体、知能がグングン育つ離乳食 宗田哲男著/藤川徳美著/岡田清春著/今西康次著/高橋純一著エクスナレッジ 教育と福祉 1/19

66 子どもとつながる「お話」の魔法 シルカ・ローズ・ウエスト著/ジョセフ・サロシー著/中尾ゆかり訳ＮＨＫ出版 教育と福祉 1/17

67 ３．４．５歳児 せいさくあそび１２０ ( 保育力ＵＰ！シリーズ) 学研教育みらい編著/リボングラス編著学研プラス 教育と福祉 1/25

68 東大教授、若年性アルツハイマーになる ( 介護ライブラリー) 若井克子著 講談社 教育と福祉 1/11

69 機能向上につながる！ 高齢者とつくる季節の制作 春・夏編( レクリエブックス) 世界文化社編 世界文化社 教育と福祉 1/25

70 発達が気になる子の子育てお悩み相談Ｑ＆Ａ 発達協会編 中央法規出版 教育と福祉 2/中

71 これ一冊でわかる！ 障害年金のしくみと手続き 吉野千賀監修 ナツメ社 教育と福祉 1/18

72 妻六法 森公任著/森元みのり著扶桑社 くらしの法律 1/26

73 ソ連兵へ差し出された娘たち ※第１９回開高健ノンフィクション賞受賞作品平井美帆著 集英社 歴史と紀行 1/24

74 鉄の日本史 邪馬台国から八幡製鐵所開所まで ( 筑摩選書 ) 松井和幸著 筑摩書房 歴史と紀行 1/11

75 図説 江戸のエンタメ 小説本の世界 深光富士男著 河出書房新社 日本の文化 1/24

76 有職故実から学ぶ 年中行事百科 八條忠基著 淡交社 日本の文化 1/19

77 知っておきたい和食の文化（仮） 佐藤洋一郎編 勉誠出版 日本の文化 1/

78 よくわかる香道 歴史から作法まで 香りの世界を深める 三條西堯水監修 メイツユニバーサルコンテンツ日本の文化 1/28

79 シャーマン 霊の世界の探求者 セバスチャン・ボー著/コリーヌ・ソンブラン著/島村一平監修・監訳/ダコスタ吉村花子訳グラフィック社 世界の文化 1/6

80 ジャム、ゼリー、マーマレードの歴史 ( 「食」の図書館) サラ・Ｂ・フッド著/内田智穂子訳原書房 世界の文化 1/21

81 ＡＩ監獄ウイグル ジェフリー・ケイン著/濱野大道訳新潮社 現代社会 1/12

82 ルポ自助２０２０ 頼りにならないこの国で 石井光太著 筑摩書房 現代社会 1/31

83 新しい世界の資源地図 エネルギー・気候変動・国家の衝突 ダニエル・ヤーギン著/黒輪篤嗣訳東洋経済新報社 現代社会 1/27

84 地図とデータでみる国境問題の世界ハンドブック ユゴー・ビヤール著/フレデリック・アンセル著/蔵持不三也訳原書房 現代社会 2/7

85 ＥＸＴＲＡ ＬＩＦＥ  人類はプラス２万日をどのように手に入れ、どこへ向かうのか　　　 スティーブン・ジョンソン著/大田直子訳朝日新聞出版 サイエンス 2/中

86 菌類が世界を救う キノコ・カビ・酵母たちの驚異の能力 マーリン・シェルドレイク著/鍛原多惠子訳河出書房新社 サイエンス 1/21

87 タイミングの科学 脳は動作をどうコントロールするか ( 学術選書 ) 乾信之著 京都大学学術出版会サイエンス 1/20

88 気象学の教科書 稲津將著 成山堂書店 サイエンス 2/上

89 ビーバー 世界を救う可愛すぎる生物 ベン・ゴールドファーブ著/木高恵子訳草思社 サイエンス 1/26

90 野ネズミとドングリ タンニンという毒とうまくつきあう方法 島田卓哉著 東京大学出版会 サイエンス 1/19

91 身近な素材で実験する物理 初田真知子著/矢田雅哉著丸善出版 サイエンス 1/24

92 メイカーのための ねじのキホン 門田和雄著 技術評論社 テクノロジー 2/3

93 知りたいことがわかる！ ＩＴ＆ＩＣＴキーワード図鑑 ＩＴ＆ＩＣＴ研究会著ナツメ社 テクノロジー 1/7

94 カラー版 はじめての溶接作業 安田克彦著 日刊工業新聞社 テクノロジー 1/28

95 京都国立近代美術館のコレクションでたどる 岸田劉生のあゆみ( とんぼの本 ) 梶岡秀一著/岸田夏子著新潮社 芸術・スポーツ 1/29

96 わかりやすい・描きやすい すぐに描きたいはがき絵１８０ 小池良子著 日貿出版社 芸術・スポーツ 1/7

97 球技のためのスポーツビジョントレーニング ジュニア選手の競技力を高める視覚強化           石橋秀幸監修 メイツユニバーサルコンテンツ芸術・スポーツ 1/28

98 日本人とエベレスト 植村直己から栗城史多まで 山と渓谷社編 山と溪谷社 芸術・スポーツ 2/中

99 図説 花開くアメリカ児童文学 「若草物語」から「大草原の小さな家」まで( ふくろうの本 ) ちばかおり著 河出書房新社 ライブラリアン 1/25

100 シリアからきたバレリーナ キャサリン・ブルートン作/平澤朋子絵/尾﨑愛子訳偕成社 児童読み物 1/24

101 ねこのオーランドー　毛糸のズボン キャスリーン・ヘイル作/こみやゆう訳好学社 児童読み物 1/13

102 探検！いっちょかみスクール　２　怪盗の後継者編 宗田理著 静山社 児童読み物 1/12

103 あしたへの翼　おばあちゃんを介護したわたしの春 中島信子著 汐文社 児童読み物 1/13

104 はなになりました ( 童心社のおはなしえほん) 内田麟太郎作/南塚直子絵童心社 児童読み物 1/28

105 へそまがりねこ マックス ソフィー・ブラッコール作/石津ちひろ訳光村教育図書 児童読み物 2/2

106 彼の名はウォルター エミリー・ロッダ著/さくまゆみこ訳あすなろ書房 児童読み物 1/下

107 牧野富太郎　植物の神様といわれた男 横山充男文/ウチダヒロコ絵くもん出版 児童読み物 1/28

108 飢餓をゼロに　走れトラック、ねがいをのせて！ ( おはなしＳＤＧｓシリーズ) 森埜こみち作/小松良佳絵講談社 児童読み物 1/25

109 産業と技術革新の基盤をつくろう　おいしいごはんとあまいコーヒー( おはなしＳＤＧｓシリーズ) 片川優子作/雛川まつり絵講談社 児童読み物 1/25

110 働きがいも経済成長も　わたしらしくＣジャンプ！ ( おはなしＳＤＧｓシリーズ) 赤羽じゅんこ作/サトウユカ絵講談社 児童読み物 1/25

111 かがやき子ども病院トレジャーハンター ( 文学の扉 ) まはら三桃著 講談社 児童読み物 1/25

112 ねこの町の小学校　わくわくキャンプファイヤー ( わくわくライブラリー) 小手鞠るい作/くまあやこ絵講談社 児童読み物 1/25

113 コロキパラン　春を待つ公園で たかどのほうこ作/網中いづる絵のら書店 児童読み物 1/下

114 ケケと半分魔女　魔女の宅急便　特別編その３ ( 福音館創作童話シリーズ) 角野栄子作/佐竹美保画福音館書店 児童読み物 1/12

115 旅の絵本　１０　 ( 安野光雅の絵本) 安野光雅作・絵 福音館書店 児童読み物 1/5

116 よそんちの子 いとうみく文/池辺葵絵ほるぷ出版 児童読み物 1/12

117 ＳＣＩＥＮＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥ　わたしの科学 ノーベル物理学・化学・医学生理学賞13人の発見と生きかた　　　 アリ・ウィンター文/ミカエル・エル・ファティ絵/中井はるの訳かもがわ出版 児童ノンフィクション 1/7

118 生物がすむ果てはどこだ？　海底よりさらに下の地底世界を探る 諸野祐樹著 くもん出版 児童ノンフィクション 1/28

119 たのしく学ぼう！　ことわざ大図鑑 青山由紀監修 国土社 児童ノンフィクション 1/19

120 アフガニスタンのひみつの学校 ほんとうにあったおはなし ジャネット・ウィンター作/福本友美子訳さ・え・ら書房 児童ノンフィクション 2/中

121 中学校ってどんなとこ？　楽しい中学生活のヒント大全 升野伸子監修 世界文化社 児童ノンフィクション 1/14

122 せいかつからまなぶ！ ４・５・６さいの なぜなにＳＤＧｓ 汐見稔幸監修 世界文化社 児童ノンフィクション 1/20

123 女王さまのワードローブ イギリス国民に愛されつづける女王エリザベスの物語　　　　　 ジュリア・ゴールディング文/ケイト・ヒンドレー絵/前沢明枝訳ＢＬ出版 児童ノンフィクション 1/20

124 ＳＤＧｓがより深くわかる！　国連ファミリー・パーフェクトガイド　しくみと役割　　 鎌田靖監修/稲葉茂勝著新日本出版社 児童ノンフィクション 1/14
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125 見てわかる！ エネルギー革命 気候変動から再生可能エネルギー、カーボンニュートラルまで     エネルギ－総合工学研究所著誠文堂新光社 児童ノンフィクション 1/21

126 １０代で知っておきたい「同意」の話 ＹＥＳ、ＮＯを自分で決める１２のヒント　　　　　　　　　　　 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ･ﾊﾝｺｯｸ文/ﾋｭｰｼｬ･ﾏｸｱﾘｰ絵/芹沢恵訳/高里ひろ訳河出書房新社 ヤングアダルト 1/21

127 保健室経由、かねやま本館。４ 松素めぐり著/おとないちあきイラスト講談社 ヤングアダルト 1/25

128 図解　はじめて学ぶ　みんなのお金 ｴﾃﾞｨ･ﾚｲﾉﾙｽﾞ著/ﾏｼｭｰ･ｵｰﾙﾀﾞﾑほか著/浜崎絵梨訳/伊藤元重監修晶文社 ヤングアダルト 2/10

129 この空のずっとずっと向こう ( ｔｅｅｎｓ′ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ) 鳴海風作/おとないちあき絵ポプラ社 ヤングアダルト 1/17

130 大学生活と法学 江藤祥平著/大塚智見著有斐閣 ヤングアダルト 1/24

131 吹奏楽部のトリセツ！ 松元宏康監修 学研プラス ヤングアダルト 1/18

132 生きのびるための「失敗」入門 ( １４歳の世渡り術) 雨宮処凛編 河出書房新社 ヤングアダルト 1/20

133 大人になるってどういうこと？　みんなで考えよう１８歳成人 神内聡著 くもん出版 ヤングアダルト 1/24

134 タブレット・チルドレン 村上しいこ著/かわいちひろ絵さ・え・ら書房 ヤングアダルト 2/中

135 落花流水 鈴木るりか著 小学館 ヤングアダルト 2/2


