
書　　名 著　　者 出版社 請求記号

1 僕とアリスの夏物語  人工知能の、その先へ 谷口 忠大/著 岩波書店 007/タ

2 最新インターネットの法律とトラブル対策  図解で早わかり 森 公任/監修　森元 みのり/監修 三修社 007/サ

3 デジタル資産投資NFTがよくわかる本 松村 雄太/著 秀和システム 007/マ

4 エジプトの女王　6人の支配者で知る新しい古代史 カーラ・クーニー/著　梅田 智世/訳
日経ナショナルジオグ
ラフィック社 242/ク

5 源為朝伝説　心優しき暴れん坊 藤井 勝彦/著 天夢人 289.1/ミナ

6 世界遺産  絶景でめぐる自然遺産完全版 地球の歩き方編集室/編集 地球の歩き方 290/セ 019

ヨ

7 あなたの人生に最適なお金の増やし方が見つかる投資図鑑 内藤 忍/著 SBクリエイティブ 338/ナ

8 中学生のおうち勉強法入門　やる気も成績もぐんぐんアップ!　　 みおりん/著 実務教育出版 375/ミ

9 子どもから話したくなる「かぞくかいぎ」の秘密 玉居子 泰子/著 白夜書房 379/タ

10 最新不動産取引の法律　図解で早わかり 旭 祐樹/監修 三修社 324/サ

11 図解でわかる14歳から知るごみゼロ社会 インフォビジュアル研究所/著 太田出版 Ｇ518/ズ

12 通信業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 実積 寿也/著　藤木 俊明/著 技術評論社 694/ジ 498.3

ア

13 統合失調症  正しい理解とケア  改訂版 白石 弘巳/監修 高橋書店 493.7/ト

14 卵子凍結完全ガイド  1冊でぜんぶわかる! 香川 則子/監修 扶桑社 495/ラ

15 ゆ〜っくり座って健康に!60歳からはじめるエキセントリック体操 稲見 崇孝/著　桂 良寛/著　野坂 和則/監修 東洋館出版社 498.３/イ

16 長生きショウガ新健康法大全　世界の実証研究から医師・学者が伝授! 文響社 498.5/ナ

17 プロに教わる野菜の収穫・保存・加工の技とコツ 　大量消費レシピ付 やさい畑ファーマーズ倶楽部/編 家の光協会 626/プ

18 カップ一杯の魔法 ハーブティーブレンドレシピ88 しばた みか/著 山と溪谷社 499/シ 526

ケ

19 手作りしたいおしゃれなジャンパースカート&サロペット ブティック社 593/テ

20 基礎から学ぶ28のスモッキングテクニック 秋田 由季/著 文化学園文化出版局 594/ア

21 冷凍つくりおきで毎日すぐでき弁当　おいしい冷凍・解凍テク&177レシピ! 平岡 淳子著 家の光協会 596/ヒ

22 「つくりおき食堂」の超ベストレシピ 　忙しい人専用 若菜 まりえ/著 扶桑社 596/ワ

23 朝ラク!スポーツ部活弁当　強い体を食べて作る! 上島 亜紀/料理　柴田 麗/栄養監修 学研プラス 780.1/カ

24 新しいあいさつ・スピーチ文例集 コロナで変わった!冠婚葬祭・職場・学校・諸行事例文集 すぴーち工房/著 法研 809/ア 596

カ

25 ジョージア旅暮らし20景 ERIKO/著 東海教育研究所 292/エ

26 芸術とカフェの街オーストリア・ウィーンへ バレンタ愛/著 イカロス出版 293/バ

27 手持ちの服でなんとかなります 杉山 律子/著 サンマーク出版 589/ス

28 驚くほどよく育つ野菜づくりの裏ワザ決定版 木嶋 利男著 家の光協会 626/キ

29 ディズニーキャストざわざわ日記 笠原 一郎/著 三五館シンシャ 689/カ

30 渡辺省亭　 花鳥画の絢爛 山下 裕二/監修　古田 亮/監修 平凡社 721/ワタ 685

31 和音の正体　和音の成り立ち、仕組み、進化の歴史 舟橋 三十子/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 761/フ ジ

32 みんなでゴスペル! 学校で、サークルで、お家で 山本 愛/編著 朔北社 767/ミ

33 実践!忍術の手引き　生き抜いて任務を果たす忍者30の知恵 山田 雄司/著 BABジャパン 789.8/ヤ

34 曽我物語　源氏をめぐる陰謀と真実 ホビージャパン 913.4/ソガ

35 名探偵・浅見光彦全短編 内田 康夫/著 光文社 Ｆ/ウチ

36 小説刀剣幻想曲 秋月 達郎/著 ホビージャパン Ｆ/アキ F

37 レニーとマーゴで100歳 マリアンヌ・クローニン/著　村松 潔/訳 新潮社 933/クロ カク

38 アディ・ラルーの誰も知らない人生　（上） V.E.シュワブ/著　高里 ひろ/訳 早川書房 933/シユ－1

言　語　・　文　学　・　小　説

　　　マイケル・ケリガン/著　片山 美佳子/訳

【新しく入った本】 　　ＳＰＥＥＤ＋＋

ビ　ジ　ネ　ス　・　社　会
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<自分>を知りたい君たちへ 　読書の壁

民事法研究会

日本一バズる農家の健康ブロッコリーレシピ 

自 然 科 学 ・ 医 学
「昭和39年、国内で世界初の高速鉄道が開業。その名前は？」懐かしい昭和時代の体
験を共有することで、皆が自然と笑顔になる、コミュニケーションツールとしてのクイズ集。
脳の健康を促し、発声練習にもなる一冊。（TRC MARCより）

希望は自分のなかにある－。自然の不思議、社会のゆくえ、人生の真実など、養老孟司
が本をひらいて考えた、いまを生きる人びとへのメッセージが詰まった読書ガイド。『毎日
新聞』連載を書籍化。（TRC MARCより）

２０２２．3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

毎日新聞出版

八街市立図書館

　　　養老 孟司/著

コンピュータ　・　歴　史　・　地　理

趣 味 ・ 娯 楽

生　活　・　手　芸　・料　理

栄養満点のブロッコリーをたっぷり食べられる！ブロッコリーアメリカンドッグ、ブロッコリーカ
ルボナーラなど、Twitterで大人気の７５レシピを紹介。基本のレンチン・ゆで方・蒸し方や
保存法等も伝える。（TRC MARCより）
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　　　安井ファーム/著

　　　安部 満/著　伊藤 文人/イラスト みらいパブリッシング　
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いつかは訪れたい美しき世界の教会 

会話に花が咲くクイズ昭和物語 

　　　仲田 誠一/著　内田 邦彦/著
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周囲の人々が‘‘意義ある仕事’’に邁進する中、心に深傷を負い、無気力な中年になっ
たみのり。不登校の甥の手で、心にふたをした義足の祖父の過去が繙かれるとき、みのり
の心は…。『読売新聞』連載に加筆修正し単行本化。（TRC MARCより）

KADOKAWA

自転車利活用のトラブル相談Q&A　 基礎知識から具体的解決策まで

中央公論新社
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氷柱のようなハットルグリムス教会、峡谷のラス・ラハス教会…。荘厳な世界遺産でもある
大聖堂から、無名の信徒が建てた素朴な教会、さらには斬新な近代の教会まで、世界各
地の教会１５０カ所を美しい写真とともに紹介する。（TRC MARCより）

タラント　Ｔａｌａｎｔ

日経ナショナルジオグラフィック社

　　　角田 光代/著

自転車の購入・所有・管理・事故・通勤にまつわるトラブル等の予防・救済に向けた対処
法と、自転車の道路交通法上の位置づけをＱ&Ａ方式でわかりやすく解説する。自転車
通勤規定などの資料も掲載。（TRC MARCより）



【これから入る予定の本】
【受賞情報（これから入る予定の本から）】

No. 書　　名

7 眼球達磨式

No. 書　　名 著　　者 出版社 刊行予定日 20 午前０時の身代金

1 油絵は謎をささやく 翔田 寛/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3/24

2 心心　東京の星、上海の月 石田 衣良/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3/22 【気になるビジネス書ベスト１０】
3 たとえ世界を敵に回しても 志駕 晃/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3/31 書　名 著　者 出版社 請求記号

4 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4/4 1 あなたを変える行動経済学 よりよい意思決定・行動をめざして 大竹 文雄/著 東京書籍 331/オ

5 テウトの創薬 岩木 一麻/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3/22 2 小さい林業で稼ぐコツ 2 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会 651/チ/2

6 八月の母 早見 和真/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3/14 ３ 思わずクリックしたくなるバナーデザインのきほん  カトウ ヒカル/著 インプレス 674/カ

7 眼球達磨式 澤 大知/著 河出書房新社 3/10 4 賢く使いこなしたい人のためのChromebookスタートガイド 田中 拓也/著 秀和システム 007/タ

8 ファズイーター 深町 秋生/著 幻冬舎 3/22 5 決算書ナゾトキトレーニング  7つのストーリーで学ぶファイナンス入門 村上 茂久/著 PHP研究所 336/ム

9 無明　警視庁強行犯係・樋口顕 今野 敏/著 幻冬舎 3/14 6 最新インターネットの法律とトラブル対策 図解で早わかり 森 公任/監修 森元 みのり/監修 三修社 007/サ

10 エンドロール 潮谷 験/著 講談社 3/29 7 日本半導体復権への道 牧本 次生/著 筑摩書房 549/マ

11 コンクールシェフ！ 五十嵐 貴久/著 講談社 3/7

12 朱色の化身 塩田 武士/著 講談社 3/14

13 人でなしの櫻 遠田 潤子/著 講談社 3/28 9 トコトンやさしいサービスロボットの本   清水 祐一郎/著 日刊工業新聞社 548/シ

14 タダキ君、勉強してる？ 伊集院 静/著 集英社 4/1 10 バナナの魅力を100文字で伝えてください 誰でも身につく36の伝わる法則 柿内 尚文/著 かんき出版 361/カ

15 チンギス紀　１３　陽炎 北方 謙三/著 集英社 3/25

16 ハイドロサルファイト・コンク 花村 萬月/著 集英社 3/25 【気になるＢＯＯＫベスト１０】
17 コスメの王様 高殿 円/著 小学館 3/11 書　名 著　者 出版社 請求記号

18 ゴールドサンセット 白尾 悠/著 小学館 4/1 1 鑑定人 氏家京太郎 中山 七里/著 双葉社 F/ナカ

19 刑事弁護人 薬丸 岳/著 新潮社 3/16

20 午前０時の身代金 京橋 史織/著 新潮社 3/16

21 ロング・アフタヌーン 葉真中 顕/著 中央公論新社 3/7 3 光る海  (新・酔いどれ小籐次・22) 佐伯 泰英/著 文藝春秋 BF/サエ

22 引力の欠落 上田 岳弘/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3/25 4 母の待つ里 浅田 次郎/著 新潮社 F/アサ

23 彼女が知らない隣人たち あさの あつこ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3/24 5 特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来 南原 詠/著 宝島社 F/ナン

24 月の王 馳星 周/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3/31 6 糖質中毒 瘦せられない本当の理由 牧田 善二/著 文藝春秋 498.5/マ

25 菜の花の道　千成屋お吟 藤原 緋沙子/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3/28 7 山狩 笹本 稜平/著 光文社 F/ササ

26 さよならに反する現象 乙一/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4/上 8 世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた   中野 信子/著 アスコム 159/ナ

27 アルツ村 南 杏子/著 講談社 3/28 9 赤と青とエスキース 青山 美智子/著 PHP研究所 Ｆ/アオ

28 人面島 中山 七里/著 小学館 3/16 10 ないものねだるな 阿川 佐和子/著 中央公論新社 914.6/アガ

29 幸村を討て 今村 翔吾/著 中央公論新社 3/17

30 カムカムマリコ 林 真理子/著 文藝春秋 3/18

31 白銀騎士団 （シルバーナイツ） 田中 芳樹/著 光文社 3/22

32 焔ノ地　天正伊賀の乱 結城 充考/著 光文社 3/22

33 時計屋探偵の冒険　アリバイ崩し承ります２ 大山 誠一郎/著 実業之日本社 3/15

34 センス・オブ・何だあ？　感じて育つ 三宮 麻由子/著  大野 八生/画 福音館書店 3/2 　　図書館はあなたの『知』『学』『遊』を応援します

35 維新の終曲 岡田 秀文著 双葉社 3/15 　　 電話：０４３－４４４－４９４６（９：００～１７：００）　　ＦＡＸ：０４３－４４４－４０９６

36 折れない言葉　ボケない名言 五木 寛之/著 毎日新聞出版 3/23 https://www.library.yachimata.chiba.jp/

37 無月の譜 松浦 寿輝/著 毎日新聞出版 3/16 https://www.library.yachimata.chiba.jp/mobile/　（携帯用）

38 生皮　あるセクシャルハラスメントの光景 井上 荒野/著 朝日新聞出版 4/5

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

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！

三五館シンシャ 689/カ

受賞情報

第８回新潮ミステリー大賞受賞作品

第５８回文藝賞受賞作品

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！！

  略記号：B＝文庫、F＝日本の小説

8 だから僕たちは、組織を変えていける
やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた

斉藤 徹/著
クロスメディア・
パブリッシング 336/サ

2 ディズニーキャストざわざわ日記
“夢の国”にも××××ご指示のとおり掃除します

笠原 一郎/著


