
書　　名 著　　者 出版社 請求記号

1 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 吉川弘文館 069/ト

2 世界のすごいホテル いつか泊まりたい至極の宿を旅の雑学とともに解説 地球の歩き方編集室/編集 地球の歩き方 290/セ

3 東日本「公共の宿」こだわり厳選ガイド 　改訂版 「東日本の旅ガイド」編集室/著 メイツユニバーサルコンテンツ 291/ヒ

4 日本の凄い神木 人々の信仰を集める神木と人の生活と寄り添ってきた日本の巨木の歴史 本田 不二雄/著 地球の歩き方 291/ホ

5 ダイナミックな自然とレトロかわいい町ハワイ島へ 三谷 かおり/著 イカロス出版 297/ミ

6 はじめての全部スマホでできる!ヤフオク! iPhone & Android完全対応版 吉岡 豊/著 秀和システム 673/ヨ 210

イ

7 年末調整の実務と法定調書の作り方　初心者にもできる　令和４年分 納税協会連合会編集部/編 納税協会連合会 345/ネ-22

8 徹底カラー図解新世代の自動車のしくみ 野崎 博路/監修 マイナビ出版 537/テ

9 新・日本懐かし自販機大全 魚谷 祐介/著 辰巳出版 582/ウ

10 ファーストペンギン　シングルマザーと漁師たちが挑んだ船団丸の奇跡 坪内 知佳/著 講談社 660/ツ

11 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/著 WAVE出版 141/ネ 316

12 あなたのまわりの「高齢さん」の本　高齢者の心理がわかる112のキーワード 佐藤 眞一/著 主婦と生活社 143/サ チ

13 パンダが日本にやってきた! 来日50周年メモリアル 日本パンダ保護協会/監修 朝日新聞出版 489/パ

14 3分間大腰筋集中エクササイズ つまずかない&転ばない体をつくる! 佐野 みほろ/監修 徳間書店 493.18/サ

15 変形性股関節症治療大全 平川 和男/監修 講談社 494.7/ヘ

16 オトナ女子の自律神経セルフケア大全 松井 真一郎/著 自由国民社 495/マ

17 聴こえの障がいと補聴器・人工内耳入門　基礎からわかるQ&A 黒田 生子/編著 森 尚彫/著 学苑社 496.6/ク

481

18 子どもが伸びる「待ち上手」な親の習慣 イライラしない親は、子どものどこを見ているのか 庄子 寛之/著 青春出版社 379/シ グ

19 あか抜けない私に必要なのはたった4つの着こなしルールだった 金川 文夫/著 KADOKAWA 589/カ

20 月14万円の年金で夫婦が生活している術 中町 敏矢/著 ぱる出版 591/ナ

21 シニア世代しあわせ広がる新しいふだん着　M・L・LLの3サイズ展開 ブティック社 593/シ

22 ぽっちゃりさんもいろいろ気にせず着たい服 月居 良子/著 文化学園文化出版局 593/ツ

23 有元葉子の冷凍術　すぐにおいしく、いつでも便利 有元 葉子/著 筑摩書房 596/ア

24 これ、ホットケーキミックスで? 使わない人は損してる! オレンジページ 596/コ 594

25 “だし”を使わなくてもおいしい煮もの 吉田 愛/著 主婦と生活社 596/ヨ ハ

26 収納上手のインテリア押入れ　Oshiire Wonderland 成美堂出版編集部/編 成美堂出版 597/シ

27 はじめてパパになる本　父親のための育児手帖 新装版 今田 義夫/監修 貝嶋 弘恒/監修 実業之日本社 599/ハ

28 読む名品創立150年東京国立博物館の国宝 宝島社 709/ヨ

29 CONTACT ART 原田マハの名画鑑賞術 原田 マハ/著 幻冬舎 720/ハ

30 水彩画 透明な光の余韻 あべとしゆき作画ノート あべ としゆき/著 日貿出版社 724/ア 728

31 サラリーマンが週1回50球の練習でスコア70台を出した上達法 坂元 龍斗/著 日本文芸社 783.8/サ リ

32 茶の湯とデザイン大全。 　そろそろ知っておきたい マガジンハウス 791/チ

33 たったの72パターンでこんなに話せる日本語　 徳山 隆/著 明日香出版社 810/ト

34 小説家の一日 井上 荒野/著 文藝春秋 F/イノ

35 岬 竹久 夢二/著 作品社 F/タケ

36 徳川家康 　小説集 鷲尾 雨工/[ほか]著 作品社 F/トク Ｆ

37 吉原と外 中島 要/著 祥伝社 F/ナカ ウケ

38 アホウドリの迷信　現代英語圏異色短篇コレクション 岸本 佐知子/編訳 柴田 元幸/編訳 スイッチ・パブリッシング 933/アホ

ビ　ジ　ネ　ス　・　社　会

【新しく入った本】 　　ＳＰＥＥＤ＋＋
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小学館

逆説の日本史 27 　明治終焉編

メイツユニバーサルコンテンツ

自 然 科 学 ・ 医 学 ・ 心理学

コンピュータ　・　歴　史　・　地　理 八街市立図書館

郡司 芽久/著

山本 翔麗/監修
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プ

ヒトとキリンは見た目はまったく違うけれど、骨格の構造など共通点も多くある。手足、首、
皮膚、心臓など８つの器官を通して、動物の体に刻まれた進化の歴史をひも解く。『本が
ひらく』連載を書籍化。（ＴＲＣ　ＭＡＲＣより）
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井沢 元彦/著

地図でスッと頭に入る世界の民族と紛争
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プ 雨穴/著

変な絵 あなたには、この絵の「謎」が、解けますか?

日本ヴォーグ社

書道のレベルを上げていくための方法のひとつで、中国の古典を手本とする臨書。楷
書、行書、草書のそれぞれの特徴・表現のポイントを、王義之などの名筆を基に詳細解
説する。お手本の書き方が見られるＱＲコード付き。（ＴＲＣ　ＭＡＲＣより）

臨書の基本　動画付きでわかる書の深め方

不穏なブログ、消えた男児、惨殺死体、補導少女・・・。「奇妙な絵」に秘められた衝撃の

事実とは！？見れば見るほど❝何かがおかしい❞９枚の図絵がからみあう、スケッチ・ミス

テリー。朗読動画が視聴できるＱＲコード付き。（ＴＲＣ　ＭＡＲＣより）

老骨の身にムチ打って「憎まれ役」を引き受けた明治の元勲の苦悩。「韓国併合」に反対
だった伊藤博文の「絶望」とは-。韓国併合と大逆事件の謎に迫る。『週刊ポスト』連載の
単行本化第２７弾。(TRC　MARCより)

NHK出版

ハンドメイドのミニ財布　26種類のかわいいデザイン

キリンのひづめ、ヒトの指　比べてわかる生き物の進化

ウクライナ侵攻、ウイグル弾圧、反黒人差別「ＢＬＭ」運動・・・。世界各地の紛争や対立か
ら経済、歴史、宗教などについて、民族をキーワードに地図やグラフ、イラストを交えて解
説する。（ＴＲＣ　ＭＡＲＣより）

祝田 秀全/監修 昭文社

２０２２．１２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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ＳＮＳで人気の作家６人がデザインした、家庭用ミシンで作れる布のお財布を紹介。ミニ
財布や小銭入れ、スマホショルダーなど、作りやすく工夫した２６点を収録する。（ＴＲＣ
ＭＡＲＣより）

生　活　・　手　芸　・料　理

趣 味 ・ 娯 楽

言　語　・　文　学　・　小　説

双葉社
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【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 ビジネスエリートになるための投資家の思考法 奥野 一成/著 ダイヤモンド社 338/オ

No. 書　　名 著　　者 出版社 刊行予定日 2 Web系フリーランス働き方超大全 デイトラ/著 KADOKAWA 007/ウ

1 わたしのアグアをさがして 深沢　潮/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 12/19 3 男性中心企業の終焉 浜田 敬子/著 文藝春秋 336/ハ

2 鎌倉駅徒歩８分、空室あり 越智　月子/著 幻冬舎 12/5 ４ ひとり起業女子が幸せに成功する5つの法則 海谷 祐季名/著 同文舘出版 335/カ

3 カプチーノ・コースト 片瀬　チヲル/著 講談社 12/6 5 最短で成果を出す!ブログ副業で月収10万円 滝沢 琴子/著 技術評論社 673/タ

4 ここでは誰もが嘘をつく 嶋中　潤/著 講談社 12/5

5 彼女のことを知っている 黒川　創/著 新潮社 12/19 【気になるＢＯＯＫベスト１０】
6 笑犬楼 ｖｓ． 偽伯爵 筒井　康隆/著　蓮實　重彦/著 新潮社 12/19 書　名 著　者 出版社 請求記号

7 小説作法の奥義 阿刀田　高/著 新潮社 12/15 1 特殊清掃人 中山 七里/著 朝日新聞出版 Ｆ/ナカ

8 食われる国 萩　耿介/著 中央公論新社 12/16 2 栞と噓の季節  米澤 穂信/著 集英社 Ｆ/ヨネ

9 中庭のオレンジ 吉田　篤弘/著 中央公論新社 12/16 ３ 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 915.6/ヤマ

10 骨灰（コッパイ） 冲方　丁/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 12/7 4 老人ホテル 原田 ひ香/著 光文社 Ｆ/ハラ

11 継ぐ者 上田　秀人/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 12/14 5 なんとかしなくちゃ。 青雲編 恩田 陸/著 文藝春秋 Ｆ/オン

12 名探偵の生まれる夜　大正謎百景 青柳　碧人/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 12/15 6 闇の聖域 佐々木 譲/著 KADOKAWA Ｆ/ササ

13 浮遊 遠野　遥/著 河出書房新社 1/17 ７ 変な絵 あなたには、この絵の「謎」が、解けますか? 雨穴/著 双葉社 Ｆ/ウケ

14 一睡の夢　家康と淀殿 伊東　潤/著 幻冬舎 12/12 8 機械仕掛けの太陽  知念 実希人/著 文藝春秋 Ｆ/チネ

15 闘え！ ミス・パーフェクト 横関　大/著 幻冬舎 12/5 ９ オトナ女子のすてきな語彙力帳 いつもの言葉があか抜ける 吉井 奈々/著 ダイヤモンド社 809/ヨ

16 罪の境界 薬丸　岳/著 幻冬舎 12/12 10 ふがいない僕は空を見た 窪 美澄/著 新潮社 Ｆ/クボ

17 うさぎ玉ほろほろ 西條　奈加/著 講談社 12/5

18 影と踊る日 神護　かずみ/著 講談社 12/5 【気になる電子図書】
19 書楼弔堂　待宵 京極　夏彦/著 集英社 12/28 No. 書　　名 著　者

20 風の値段 堂場　瞬一/著 小学館 12/6 1 現代病「集中できない」を知力に変える読む力最新スキル大全 佐々木 俊尚/著

21 江戸一新 門井　慶喜/著 中央公論新社 12/16 2 千葉の教科書

22 妖の絆 誉田　哲也/著 文藝春秋 12/9 3 13歳からの地政学 カイゾクとの地球儀航海 田中 孝幸/著

23 ある愛の寓話 村山　由佳/著 文藝春秋 1/5 4 親が子どもになるころに てんてん、介護問題に直面す。 細川 貂々/著

24 祝祭のハングマン 中山　七里/著 文藝春秋 1/5 5 男のヘルスマネジメント大全 石川 雅俊/著

25 踏切の幽霊 高野　和明/著 文藝春秋 12/9 6 旅するパティシエの世界のおやつ 鈴木 文/著

26 見果てぬ王道 川越　宗一/著 文藝春秋 12/8 7 開運ハウス 家がパワースポットになる住まいの整え方 八納 啓創/著

27 植物少女 朝比奈　秋/著 朝日新聞出版 1/5 8 疲れた人に夜食を届ける出前店 中山 有香里/著

28 作家　超サバイバル術！ 中山　七里/著　知念　実希人/著　葉真中　顕/著 光文社 12/19 9 せまいぞドキドキ ヨシタケ シンスケ/著

29 遅刻する食パン少女　おとぎカンパニー 田丸　雅智/著 光文社 12/19 10 魔女の宅急便 角野 栄子/作 林 明子/画

30 友よ 赤神　諒/著 ＰＨＰ研究所 12/7

31 兜町（シマ）の男　清水一行と日本経済の８０年 黒木　亮/著 毎日新聞出版 12/14

32 樹林の罠 佐々木　譲/著 角川春樹事務所 12/13

33 南海ちゃんの新しいお仕事　階段落ち人生 新井　素子/著 角川春樹事務所 12/13

34 戦国十二刻　女人阿修羅 木下　昌輝/著 光文社 12/19 　　図書館はあなたの『知』『学』『遊』を応援します

35 名探偵外来　泌尿器科医の事件簿 似鳥　鶏/著 光文社 12/19 電 話：０４３－４４４－４９４６（９：００～１７：００）　　

36 ワンダーランド急行 荻原　浩/著 日経ＢＰマーケティング 12/16 ＦＡＸ：０４３－４４４－４０９６

37 家康の海 植松　三十里/著 ＰＨＰ研究所 12/7 https://www.library.yachimata.chiba.jp/

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！！

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 

講談社

福音館書店

創元社 

KADOKAWA

※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

東洋経済新報社

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！

KADOKAWA

クロスメディア・パブリッシング

ワニ・プラス

東洋経済新報社

JTBパブリッシング


