
書　　名 著　　者 出版社 請求記号

1 IT担当者のためのテレワーク時代のセキュリティ対策 Windows 11&10対応 橋本 和則/著 翔泳社 007/ハ

2 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書　宗教編 公立高校教師YouTuberが書いた 山崎 圭一/著 SBクリエイティブ 209/ヤ

3 地球の歩き方ムー 異世界の歩き方 地球の歩き方 290/チ

4 いつか旅してみたい美しい日本の島100 　 パイインターナショナル/編著
パイインターナショ
ナル 291/イ

5 13歳からの地政学　カイゾクとの地球儀航海 田中 孝幸/著 東洋経済新報社 Ｇ312/タ 007

6 この国の危機管理失敗の本質 ドキュメンタリー・ケーススタディ 柳田 邦男/著 毎日新聞出版 312/ヤ オ

7 ファシズムとロシア マルレーヌ・ラリュエル/著 東京堂出版 312/ラ

8 「フェルミ推定」から始まる問題解決の技術 高松 智史/著 ソシム 336/タ

9 「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた ハック大学ぺそ/著 アスコム 336/ぺ

10 昆虫食スタディーズ   ハエやゴキブリが世界を変える 水野 壮/著 化学同人 383/ミ

11 高校レベルからはじめる!やさしくわかる線形代数 ノマド・ワークス/著 ナツメ社 411/コ 367

12 基礎からわかる類似薬の服薬指導 佐橋 幸子/監修 ナツメ社 492/キ ツ

13 腸リンパを流せば驚くほどお腹からやせる 深部リンパ節開放腸活マッサージ 夜久 ルミ子/著 西東社 493.4/ヤ

14 ステージ4でもあきらめない最新がん治療 佐藤 俊彦/著 幻冬舎 494.5/サ

15 脊柱管狭窄症治療大全 黒澤 尚/監修 講談社 494.6/セ

16 はなちゃんのみそ汁 青春篇 安武 信吾/著  安武 千恵/著  安武 はな
/著 文藝春秋 916/ハナ

17 多発性硬化症と歩んだ40年 三笠 雅子/著 文芸社 916/ミカ

G369

18 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 498.5/シ ズ

19 89歳、ひとり暮らし。 お金がなくても幸せな日々の作りかた 大崎 博子/著 宝島社 590/オ

20 優美なクロッシェレース モチーフ&ドイリー アップルミンツ 594/ユ

21 50歳からの髪と頭皮のお悩みQ&A MAYUMI/著 徳間書店 595/マ

22 藤井恵の「からだが整う」おかゆ 腸活、ダイエット、アンチエイジングに。 藤井 恵/著 文化学園文化出版
局 596/フ

23 納豆がもっと好きになる#感動の納豆レシピ 夏見 奈央子/著 パイインターナショ
ナル 596/ナ

24 きくらげの逆襲 　国産 日本のきくらげ普及推進協議会/著 毎日新聞出版 657/キ 596

ヒ

25 愛犬と楽しむキャンプ徹底サポートBOOK アウトテイル/監修　浅野 里実/監修協力　中村 篤史/監修協力
メイツユニバーサル
コンテンツ 645/ア

26 大正ガールズコレクション 女学生・令嬢・モダンガールの生態 石川 桂子/編著 河出書房新社 384/イ

27 ターシャ・テューダーのイラスト図鑑 ターシャ　テューダー/著 KADOKAWA 726/チ

28 刀剣画報 小龍景光・大包平と桜田門外の変 ホビージャパン 756/ト

29 いちばんわかりやすいギターコードブック 中原 健太郎/監修 成美堂出版 763/イ

30 ソフトテニス浅川陽介の「ショットを極めろ!」 浅川 陽介/著 ベースボール・マガ
ジン社 783.5/ア Ｆ

31 ドラマで韓国語 イ・ミオク/著　大西 悠/編訳
小学館集英社
プロダクション 829/イ ツジ

32 陽だまりに至る病 天祢 涼/著 文藝春秋 Ｆ/アマ

33 信長、鉄砲で君臨する 門井 慶喜/著 祥伝社 F/カド

34 看守の信念 城山 真一/著 宝島社 Ｆ/シロ

35 十津川警部殺意は列車とともに トラベル・ミステリー傑作集 西村 京太郎/著 徳間書店 F/ニシ

36 ニコデモ 藤谷 治/著 小学館 Ｆ/フジ 914.6

37 ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ/著  浅倉 卓弥/訳
ハーパーコリン
ズ・ジャパン 933/ヘイ サカ

38 『ニューヨーク・タイムズ』のドナルド・キーン ドナルド・キーン/著  角地 幸男/訳 中央公論新社 934/キン
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　　　酒井 順子/著

エレベーターで地震にあったら？ペットも避難所に連れて行っていい？災害時にとるべき
行動、避難生活への備え、災害の仕組み、防災活動の実践的な取り組み事例などを、カ
ラー図版を用いてわかりやすく解説する。（TRC MARCより）

新
刊
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

技術評論社

太田出版

２０２２．4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

ポプラ社

夢と希望。情熱とプライド。愛と敬意－。「ハケンアニメ！」に隠された、心震えるさらなる
物語。2022年5月公開映画のスピンオフ作品集。『anan』『ダ・ヴィンチ』掲載に書き下ろし
を加え単行本化。（TRC MARCより）
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疲れないパソコン仕事大全 「ムダな操作の繰り返し」から解放される

図解でわかる14歳からの自然災害と防災

　　　辻村 深月/著

八街市立図書館

「毎日よくやる操作」こそ時短の要。「繰り返しの作業はF４キーで」「直観的にできる文字
の書式設定」など、〈いろんな場面で使える操作〉に焦点をあて、アプリ横断的に使える
時短テクニックを紹介する。（TRC MARCより）

　　　大林 ひろこ/著

　　　辻川 覚志/著

元気に「ひとり暮らし」をするには？著者が属する医師会活動での１０年１万４千回以上の
電話相談などをもとに、高齢者がどのようにすれば我が身を守りながら、満足感を維持し
てひとりで暮らすことができるのかを伝える。（TRC MARCより）

ひとり老後楽生き事典 

ビ　ジ　ネ　ス　・　社　会

「陰キャ」と「根暗」はどう違う？「生きづらさ」とは？知らぬ間に生まれ、気がつけば禁句。
「ことば」にまつわるモヤモヤの原因に迫る、ポリコレ時代の日本語論。『よみタイ』連載を
改題、加筆修正。（TRC MARCより）

水曜社 

レジェンドアニメ！
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集英社

子育てと料理の喜びがたっぷり詰まった平野レミのエッセイ集。幼少期のふたりの息子と
の思い出から、育児と仕事との付き合い方、料理哲学まで綴る。47品のオリジナルレシ
ピ、上野樹里・和田明日香との鼎談も収録。（TRC MARCより）

　　　平野 レミ/著 　和田 誠/絵

うまれることば、しぬことば 

生　活　・　手　芸　・料　理

趣 味 ・ 娯 楽

コンピュータ　・　歴　史　・　地　理

自 然 科 学 ・ 医 学

言　語　・　文　学　・　小　説

　　　社会応援ネットワーク/著 　諏訪 清二/監修

【新しく入った本】 　　ＳＰＥＥＤ＋＋
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おいしい子育て

マガジンハウス



【これから入る予定の本】

【気になるビジネス書ベスト１０】
書　名 著　者 出版社 請求記号

No. 書　　名 著　　者 出版社 刊行予定日 1 1日1時間で1億円!米Amazon輸出ビジネス 竹中 重人/著 ぱる出版 678/タ

1 六法推理 五十嵐　律人/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4/21

2 海蝶　鎮魂のダイブ 吉川　英梨/著 講談社 4/25

3 青春とシリアルキラー 佐藤　友哉/著 集英社 4/22

4 ハロー・グッドバイ　東京バンドワゴン 小路　幸也/著 集英社 4/22

5 ラブカは静かに弓を持つ 安壇　美緒/著 集英社 4/27 ４ 七十歳ババァ、起業する? 近 恵子/著 内外出版社 673/コ

6 ルコネサンス 有吉　玉青/著 集英社 4/22 5 人を追いつめる話し方心をラクにする話し方 ひきた よしあき/著 日経BP 336/ヒ

7 咲かせて三升の團十郎 仁志　耕一郎/著 新潮社 4/18 6 30分ファシリテーション 会議を進める技術 前田 鎌利/著 池田書店 809/マ

8 女人入眼 永井　紗耶子/著 中央公論新社 4/5 7 会社の片付け! byトップ整理収納アドバイザー 川井 かおる/著 須藤 昌子/監修
日経BP日本経済
新聞出版本部 336/カ

9 君たちはしかし再び来い 山下　澄人/著 文藝春秋 4/7

10 横浜大戦争　３　川崎・町田編 蜂須賀　敬明/著 文藝春秋 4/20

11 天下を買った女 伊東　潤/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4/26 9 孫社長にたたきこまれた「数値化」仕事術 三木 雄信/著 PHP研究所

12 脱北航路 月村　了衛/著 幻冬舎 4/11

13 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎/著 幻冬舎 4/25

14 競争の番人 新川　帆立/著 講談社 5/9

15 爆弾 呉　勝浩/著 講談社 4/18

16 布武（フブ）の果て 上田　秀人/著 集英社 4/27 【気になるＢＯＯＫベスト１０】
17 マスカレード・ゲーム 東野　圭吾/著 集英社 4/15 書　名 著　者 出版社 請求記号

18 夢伝い 宇佐美　まこと/著 集英社 4/27 1 燕は戻ってこない 桐野 夏生/著 集英社 F/キリ

19 夏が破れる 新庄　耕/著 小学館 4/21 2 あきない世傳金と銀 12 （出帆篇） 高田 郁/著 角川春樹事務所 BF/タカ-12

20 公孫龍　巻２　赤龍篇 宮城谷　昌光/著 新潮社 4/18 ３ 人面島 中山 七里/著 小学館 F/ナカ

21 花散る里の病棟 帚木　蓬生/著 新潮社 4/25 4 無明 (警視庁強行犯係・樋口顕) 今野 敏/著 幻冬舎 F/コン

22 ショートケーキ。 坂木　司/著 文藝春秋 4/6 5 奇跡 林 真理子/著 講談社 Ｆ/ハヤ

23 スタッフロール 深緑　野分/著 文藝春秋 4/11 6 独り立ち (吉原裏同心 37) 佐伯 泰英/著 光文社 BF/サエ

24 ついでにジェントルメン 柚木　麻子/著 文藝春秋 4/6 ７ おいしい魚の店 千葉版 ぴあ 596/オ

25 不屈の達磨　社長の椅子は誰のもの 安生　正/著 角川春樹事務所 4/13 8 0  Zero 堂場 瞬一/著 河出書房新社 Ｆ/ドウ

26 宗歩の角行 谷津　矢車/著 光文社 4/18 ９ 香君　上・下 　 上橋 菜穂子/著 文藝春秋 ＧＦ/ウエ

27 名探偵は誰だ 芦辺　拓/著 光文社 4/18 10 刑事弁護人 薬丸 岳/著 新潮社 Ｆ/ヤク

28 流転（越境捜査９／シリーズ最終巻） 笹本　稜平/著 双葉社 4/19

29 沈みかけの船より、愛をこめて 乙一/著  中田 永一/ほか著 朝日新聞出版 4/28

30 逆転のアリバイ　刑事花房京子（仮） 香納　諒一/著 光文社 4/18

31 スクイッド荘の殺人 東川　篤哉/著 光文社 4/18

32 今日を楽しく生きる　「寂庵だより」２００７－１９９８年より 瀬戸内　寂聴/著 祥伝社 4/27

33 二重らせんのスイッチ 辻堂　ゆめ/著 祥伝社 4/13

34 泣き虫先生 ねじめ　正一/著 新日本出版社 4/6 　　図書館はあなたの『知』『学』『遊』を応援します

35 にごりの月に誘われ 本城　雅人/著 東京創元社 4/15 　　 電話：０４３－４４４－４９４６（９：００～１７：００）　　ＦＡＸ：０４３－４４４－４０９６

36 情熱の砂を踏む女 下村　敦史/著 徳間書店 4/26 https://www.library.yachimata.chiba.jp/

37 小さき王たち　第１部　濁流 堂場　瞬一/著 早川書房 4/19 https://www.library.yachimata.chiba.jp/mobile/　（携帯用）

38 渚の螢火 坂上　泉/著 双葉社 4/19

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、Ｇ＝ティーンズ

10 「欲しい!」はこうしてつくられる 脳科学者とマーケター
が教える「買い物」の心理

マット・ジョンソン/著 プリンス・ギューマン/著 白揚社 675/ジ

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！

2 日本の経済安全保障 新しいビジネス教養「地経学」で
読み解く!

渡邉 哲也/監修 宝島社 332/ニ

3
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

8 資格試験に一発合格する人は、「これ」しかやらない
忙しい社会人のための「割り切る勉強法」

鬼頭 政人/著 PHP研究所 366/キ


