
書　　名 著　　者 出版社 請求記号

1 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/著 祥伝社 007/カ

2 できるExcelパーフェクトブック困った!&便利ワザ大全 Office 2021/2019/2016&Microsoft 365対応　最新版 きたみ あきこ/著　できるシリーズ編集部/著 インプレス 007/デ

3 るるぶ縄文 土偶・土器…縄文時代の祈る・食べる・学ぶから全国縄文遺跡まで JTBパブリッシング 291/ル

4 地図でスッと頭に入る中東&イスラム30の国と地域 高橋 和夫/監修 昭文社 292/チ

5 るるぶホノルル　'23 JTBパブリッシング 297/ル/23

193

6 いちばんわかりやすい相続・贈与の本 '22～'23年版 曽根 恵子/著 成美堂出版 324/ソ イ

7 キーワードでまるごとわかる投資の教科書 「ことば」を知ればストンとわかる! 酒井 富士子/著 学研プラス 338/サ

8 教養としての決済 ゴットフリート・レイブラント/著　ナターシャ・デ・テラン/著 東洋経済新報社 338/レ

9 これならわかる<スッキリ図解>障害年金 第2版 松山 純子/著 翔泳社 364/マ

13 私らしく、働くということ　大切にしたいのは自分軸 主婦の友社/編 主婦の友社 366/ワ

12 プチプラで「地震に強い部屋づくり」 辻 直美/著 扶桑社 369/ツ

302

ミ

14 かこさとし科学絵本の世界 藤嶋 昭/著 学研プラス 407/フ

15 科学のカタチ 養老 孟司/著 宮崎 徹/著 時事通信出版局 460/ヨ

16 カタニア先生は、キモい生きものに夢中! その不思議な行動・進化の謎をとく ケネス・カタニア/著 化学同人 G480/カ 457

17 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/著 講談社 495/ヨ ウ

19 ココが知りたい清拭クロスを使った清掃・消毒　医療・介護福祉現場における環境消毒のコツ 笹原 鉄平/著 ヴァンメディカル 498.6/サ

20 図解よくわかるモモ栽培 品種・管理作業・整枝剪定 富田 晃/著 創森社 625/ト

21 ちょっと気になる子育ての困りごと解決ブック!　圧倒的情報量で最適なアプローチ法を伝授! 加藤 紀子/著 大和書房 379/カ 596

22 日本一の洗濯屋が教える汚れ落としの神ワザ 洗濯ブラザーズ/監修 宝島社 593/ニ ア

23 古着で作るぬいぐるみ 金森 美也子/著 産業編集センター 594/カ

24 家庭の魚料理 魚のさばき方と一生使えるレシピ 　保存版 川上 文代/著 グラフィック社 596/カ

25 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/著 主婦の友社 596/ヒ

26 ショートブレッドのすべて 作り方から歴史、紅茶文化まで 吉澤 るり子/著 誠文堂新光社 596/ヨ

27 無印良品子どもとすっきり暮らす収納術 マネしたいアイデア満載! 主婦の友社 597/ム

367

28 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 農山漁村文化協会 616/ノ ヒ

29 60歳からのひとり旅鉄道旅行術　増補改訂版 松本 典久/著 天夢人 686/マ

30 世界一やばい西洋絵画の見方入門　山田五郎オトナの教養講座 山田 五郎/著 宝島社 723/ヤ

31 剣道一本を取るための「体づくり」　実戦力向上トレーニング 高橋 健太郎/監修 メイツユニバーサルコンテンツ 789.3/ケ

32 嘘つきジェンガ 辻村 深月/著 文藝春秋 F/ツジ

33 サバカン　SABAKAN 金沢 知樹/著 文藝春秋 F/カナ 779

34 「十二国記」30周年記念ガイドブック 新潮社/編 新潮社 910.2/オノ ア

35 ベスト・エッセイ　THE　BEST　ESSAY　2022 日本文藝家協会/編 光村図書出版 914.6/ベス/22

そのとき、日本は何人養える?
戦争、原油高騰、温暖化、大不況etc.本当は何が飢餓をもたらすのか
食料安全保障から考える社会のしくみ

11

言　語　・　文　学　・　小　説

【新しく入った本】 　　ＳＰＥＥＤ＋＋

ビ　ジ　ネ　ス　・　社　会

新
刊
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

日経ナショナルジオグラフィック

死海文書 発見から75年後の真実

自 然 科 学 ・ 医 学

家の光協会篠原 信/著

日本からも北海道のカムイサウルスをはじめ、常識を覆すような化石が続々と発掘されて
いる。日本にもあった知られざる恐竜王国の姿を、豊富なビジュアルとともに、最新の研
究から明らかにする。（TRC MARCより）

2022年3月12日にキーウ入りして以来、4月17日まで各地で取材。そして5月、ふたたび
ウクライナへ―。戦火の下で見た「戦場の真実」を伝える。遺体写真あり。『文春オンライ
ン』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。(TRC MARCより)

497/ヒ文響社平野 浩彦/著
食事でムセない！飲み込みづらい声がかすれるセキ込む口が渇く
を克服!のどを鍛える長生きうがい
東京都健康長寿医療センターの名医が教える

樋口 恵子/著 大和書房

コンピュータ　・　歴　史　・　地　理 八街市立図書館

阿川 佐和子/著 文藝春秋

10 カーザ・ヴェルディ　世界一ユニークな音楽家のための高齢者施設 藤田 彩歌/著
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

趣 味 ・ 娯 楽

生　活　・　手　芸　・料　理

植田 和貴/著

文藝春秋

20世紀最大の考古学的発見と言われる「死海文書」。死海文書とは何か、誰が何のため
に書き残した書物なのか、どのような返還を経て奇跡的発見に至ったのかを、豊富な資
料と精密な歴史地図とともに解説する。（TRC　MARCより）

ジャン・ピエール・イスブ/著

18

料理がおいしくなり健康にも役立つ、台所になくてはならない調味料、「酢」。一番なじみ
深い米酢を中心に、黒酢、ワインビネガー、バルサミコ酢など、酢のレシピと使い方を紹介
する。（TRC　MARCより）

有元 葉子/著

２０２２．１０月号　【スピード＋＋】

千葉県ＰＲマスコットキャラクター　チーバくん新しく入った本・これから入る本の情報
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プ 宮嶋 茂樹/著

阿川佐和子が、柳家喬太郎や神田松之丞、高田文夫、立川志の輔、三遊亭円楽、春風
亭昇太など15人の落語家・講談師と対談。その笑いと語りのエッセンスに迫る。『週刊文
春』掲載を書籍化。（TRC　MARCより）

90歳になっても、楽しく生きる

阿川佐和子のこの噺家に会いたい

日経ナショナルジオグラフィック

「酢」のレシピ なくてはならない調味料

東京書籍
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ウクライナ戦記 不肖・宮嶋最後の戦場
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プ

新
刊
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ア
ッ
プ

369/フ

どんな美人でも平等にバアサンになる、親友よりお仲間が多い方がいい―。老いを受け
入れ、感謝の心を忘れず、だが、言うべきことは言っていく。人生100年、既存の原稿から
老いの知恵を厳選した、前向き痛快エッセイ集。(TRC MARCより)
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恐竜超世界IN JAPAN NHKスペシャル

611/シ



【これから入る予定の本】
【気になるビジネス書ベスト5】

書　名 著　者 出版社 請求記号

1 経営12カ条  経営者として貫くべきこと 稲盛 和夫/著 日経BP日本経済新聞出版 335/イ

No. 書　　名 著　　者 出版社 刊行予定日 2 3秒で勝負を決めるビジネスTikTok  新しい時代の動画マーケティング 堀越 大樹/著 インプレス 675/ホ

1 第二開国 藤井　太洋/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 10/27 3 世界でいちばん短くてわかりやすい民主主義全史 ジョン・キーン/著 ダイヤモンド社 313/キ

2 ばくうどの悪夢 澤村　伊智/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 10/31 ４ こうすれば成功する!フランチャイズ起業    中川 強/著 自由国民社 673/ナ

3 皆川博子随筆精華 ３　書物の森の思い出 皆川　博子/著 河出書房新社 10/26 5 小さな会社の給与計算と社会保険の事務がわかる本 '22～'23年版 鹿田 淳子/[ほか]著 成美堂出版 336/チ/22

4 永遠年軽 温又　柔/著 講談社 10/4

5 京都四条　月岡サヨの板前茶屋 柏井　壽/著 講談社 10/17 【気になるＢＯＯＫベスト１０】
6 太陽諸島 多和田　葉子/著 講談社 10/18 書　名 /著　者 出版社 請求記号

7 東京彰義伝 吉森　大祐/著 講談社 11/7 1 ハヤブサ消防団 池井戸 潤/著 集英社 F/イケ

8 ぼくらは、まだ少し期待している 木地　雅映子/著 中央公論新社 10/5 2 噓つきジェンガ 辻村 深月/著 文藝春秋 F/ツジ

9 葵のしずく 奥山　景布子/著 文藝春秋 10/5 ３ マル暴ディーヴァ 今野 敏/著 実業之日本社 F/コン

10 烏の緑羽 八咫烏シリーズ 阿部　智里/著 文藝春秋 10/5 4 名乗らじ  (空也十番勝負 8) 佐伯 泰英/著 文藝春秋 BF/サエ

11 薔薇色に染まる頃　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永　南央/著 文藝春秋 10/7 5 汝、星のごとく 凪良 ゆう/著 講談社 F/ナギ

12 鎌倉残影歴史小説アンソロジー 朝井　まかて/[ほか]著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 10/31 6 夜の道標 芦沢 央/著 中央公論新社 F/アシ

13 闇の聖域 佐々木　譲/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 10/31 ７ 越境刑事 中山 七里/著 PHP研究所 F/ナカ

14 Ｕｌｔｉｍａｔｅ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 阿部　和重/著 河出書房新社 10/26 8 invert  2 覗き窓の死角 相沢 沙呼/著 講談社 F/アイ/2

15 サブスクの子と呼ばれて 山田　悠介/著 河出書房新社 10/26 ９ 競争の番人 [2] 内偵の王子 新川 帆立/著 講談社 F/シン/2

16 ゆれる階（キザハシ） 村松　友視/著 河出書房新社 10/27 10 生命の略奪者  (天久鷹央の事件カルテ 8) 知念 実希人/著 新潮社 BF/チネ

17 吹上奇譚　４　ミモザ 吉本　ばなな/著 幻冬舎 10/24

18 老害の人 内館　牧子/著 講談社 10/13 【気になる電子図書】
19 栞と噓の季節　 米澤　穂信/著 集英社 11/1 No. 書　　名 著　者

20 十三夜の焔 月村　了衛/著 集英社 10/24 1 美爆音！ぼくらの青春シンフォニー　習志野高校吹奏楽部の仲間たち オザワ部長/著

21 プリテンド・ファーザー 白岩　玄/著 集英社 10/24 2 ウクライナ戦争は世界をどう変えたか　「独裁者の論理」と試される「日本の論理」 豊島 晋作/著

22 モノガタリは終わらない モノガタリプロジェクト/編 集英社 10/24 3 だいじょうぶ。魔法は、こころに グレース・リー/イラスト　コリン・ホーステン/文

23 タングル 真山　仁/著 小学館 10/24 4 働く人の疲れをリセットする快眠アイデア大全　誰にでも効く光✕体温✕脳のアプローチ 菅原　洋平/著

24 君といた日の続き 辻堂　ゆめ/著 新潮社 10/17 5 あの方を斬ったの・・・それがしです　日本史の実行犯 長谷川　ヨシテル/著

25 無人島のふたり　１２０日以上生きなくちゃ日記 山本　文緒/著 新潮社 10/17 6 本好きの下剋上　第４部３　貴族院の自称図書委員　司書になるためには手段を選んでいられません 香月　美夜/著

26 幾千年の声を聞く 青羽　悠/著 中央公論新社 10/18 7 今ひきこもりの君へおくる踏み出す勇気 吉濱　ツトム/著

27 水底のスピカ 乾　ルカ/著 中央公論新社 10/5 8 家族の片づけルール　笑顔と会話が増える 江間　みはる/著

28 ロマンチック・ポルノグラフィー 村山　由佳/著 中央公論新社 10/18 9 一生懸命デザインしたのにプロっぽくなりません。 シブヤ　領一/著

29 機械仕掛けの太陽 知念　実希人/著 文藝春秋 10/20 10 管理栄養士rinaのもりもり食べても太らないおかず rina/著

30 小説家の一日 井上　荒野/著 文藝春秋 10/11

31 カサンドラのティータイム 櫻木　みわ/著 朝日新聞出版 11/2

32 写楽女（シャラクメ） 森　明日香/著 角川春樹事務所 10/12

33 侵略少女　ＥＸＩＬ　ｇｉｒｌｓ 古野　まほろ/著 光文社 10/17

34 世界の望む静謐 倉知　淳/著 東京創元社 10/6 　　図書館はあなたの『知』『学』『遊』を応援します

35 潜熱 乙川　優三郎/著 徳間書店 10/13 　　 電話：０４３－４４４－４９４６（９：００～１７：００）　　ＦＡＸ：０４３－４４４－４０９６

36 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳　碧人/著 双葉社 10/18 https://www.library.yachimata.chiba.jp/

37 不知火判事の比類なき被告人質問 矢樹　純/著 双葉社 10/18 https://www.library.yachimata.chiba.jp/mobile/　（携帯用）

38 乱れる海よ 小手鞠　るい/著 平凡社 10/19

ベストセラーズ

翔泳社

KADOKAWA

講談社

KADOKAWA

翔泳社

ベストセラーズ

TOブックス

図書館（公式）ツイッ
ター発信しています！
@yachimata_lib

八街市立図書館

 略記号：B＝文庫、F＝日本の小説 

※八街市電子図書館の特集にこのテーマがあります

出版社

これから１カ月以内に図書館に入る予定の本です。図書館にお電話いただくか、ま
たはホームページ上のリクエスト受付からメール送信してお申込みください。

※気になるビジネス書の棚にあります！

電子書籍をご利用ください。図書館ホームページの『電子図書館サービス』のバナーをクリック！！

岩崎書店

ベストセラーズ


