
書　　名 著　　者 出版社 請求記号

1 ビジネススキルとしてのプログラミングが8日で身につく本 金宏 和實/著 日経BP 007/カ

2 世界2.0　メタバースの歩き方と創り方 佐藤 航陽/著 幻冬舎 007/サ

3 古代遺跡大図鑑 森谷 公俊/監修  鶴間 和幸/監修  中村 誠一/監修 ニュートンプレス 202/コ

4 斎藤一 京都新選組四番隊組頭 伊東 成郎/著 河出書房新社 289.1/サイ

5 楽園図鑑 日本の絶景無人島 清水 浩史/著 河出書房新社 291/シ

6 るるぶ台湾in TOKYO 東京で叶える!台湾トリップ JTBパブリッシング 291.3/ル 291.3

オ/22

7 日本経済の黒い霧　ウクライナ戦乱と資源価格インフレ 植草 一秀/著 ビジネス社 332/ウ

8 ガンダムでわかる現代ビジネス 音部 大輔[他]/著  ガンダムインフォ編集部/編 SBクリエイティブ 336/ガ

9 世界一面白くてお金になる経済講座   知識ゼロからはじめる投資のコツ 南 祐貴/著 ダイヤモンド社 338/ミ

10 母親になって後悔してる オルナ・ドーナト/著 鹿田 昌美/訳 新潮社 367/ド

11 建物の値段は頼み方で9割決まる 劇的コストカットの「段取り力」と「魔法の言葉」 掛川 将/著 ヨシモトブックス 525/カ

12 図解&事例スマート農業が拓く次世代の施設園芸 スマート化による生産性向上の事例集 土屋 和/著 日刊工業新聞社 624/ツ 304

ワ

13 科学のトリセツ 元村 有希子/著 毎日新聞出版 404/モ

14 いきもの六法　日本の自然を楽しみ、守るための法律 中島 慶二/監修　益子 知樹/監修　 山と溪谷社 480/イ

15 すごい酪酸菌 病気になる人、ならない人の分かれ道 江田 証/著 幻冬舎 491/エ

16 50代からの骨粗鬆症対策の献立　骨密度を高める簡単レシピと1カ月献立 オレンジページ 493.6/ゴ

17 帯状疱疹治療大全 本田 まりこ/監修 講談社 493.8/タ

18 黄斑変性・浮腫で失明しないために わかりやすい最新治療　改訂新版 平松 類/著 時事通信出版局 496.3/ヒ 367

19 長寿の体幹トレーニング　4週間で姿勢がよくなる!スタスタ歩ける! 澤木 一貴/著 大和書房 780.7/サ ハ

20 つけ衿、ブラウス、ときどきワンピース ブティック社 593/ツ

21 長生き地獄にならないための老後のお金大全 森永 卓郎/著 KADOKAWA 591/モ

22 サイズが選べる犬のコート 小型犬から超大型犬まで 水野 佳子/著 文化学園文化出版局 594/ミ

23 大人のヘアスタイリングの教科書　朝3分で髪美人! GARDEN/著 主婦の友社 595/オ

24 股関節ムーブ　脚を動かすだけで下半身から即やせ! miey/著 学研プラス 595/ミ 786.3

25 ぬか床づくり 200年続く伝統の味と発酵の技　新版 下田 敏子/著 家の光協会 596/シ カ

26 着回し自在の大人服 SEEK BASIS/著 日本ヴォーグ社 593/キ

27 苗で決まる!自然菜園 野菜の本気を引き出す 竹内 孝功/著 農山漁村文化協会 626/タ

28 初心者のためのエレキ・ギター講座　2022 自由現代社編集部/編著 自由現代社 763/シ/22

29 バレエ音楽がわかる本  音楽は踊りの原動力! 音楽の友/編 音楽之友社 769/バ

30 ゼロから始める渓流釣り入門 イラストと写真で基礎から解説 コスミック出版 787.1/ゼ F

31 自転車キャンプ大全　自転車×キャンプは最高に楽しい! 田村 浩/著 技術評論社 786.5/タ アサ

32 花嫁、街道を行く ユーモアサスペンス 赤川 次郎/著 実業之日本社 F/アカ

33 おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子/著 講談社 F/タカ

34 月の王 馳 星周/著 KADOKAWA F/ハセ

35 団地のふたり 藤野 千夜/著 U-NEXT F/フジ

36 紅の墓標　（オッドアイ９） 渡辺 裕之/著 中央公論新社 F/ワタ 914.6

37 大人の流儀　11 　もう一度、歩きだすために 伊集院 静/著 講談社 914.6/イジ/11 モリ

38 ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん 信友 直子/著 新潮社 916/ノブ

角川文化振興財団
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「クルマで泊まる」ためのノウハウがわかる車中泊まるわかりブック。アウトドアを趣味とし
てディープに楽しんでいるユーザーの車中泊カスタム実例のほか、車中泊の基礎知識、
おすすめスポットなどを紹介する。（TRC MARCより）

子どもが中高年ひきこもりでも大丈夫!親の持つ資産やネットワークなどを最大限に活用
し、親亡き後、ひきこもりの子どもがひとりで生きていくために必要な生活術までを含めて
立てる長期的な生活設計の方法を解説する。（TRC MARCより）

　　　畠中 雅子/著 時事通信出版局

息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかなるって本当ですか?　お金のプロに相談してみた!

八街市立図書館

彼女が知らない隣人たち

楽しいものを探す、のんびりする、美味しいものを食べる、ゆっくり睡眠をとる、趣味を見つ
ける。認知症と友だちになった私は、医師から生活習慣のアドバイスを受け・・・。89歳、う
つを克服した著者が「いまの私」を綴る。（TRC MARCより）

おとなの旅に焦点を当て、関東・甲信越の温泉宿を紹介。一度は泊まってみたい至極の
温泉宿８軒をはじめ、静岡・神奈川・千葉・山梨・群馬・栃木・新潟・長野のエリア別に厳
選の宿を掲載する。（TRC MARCより）

プレジデント社

CAR CAMPING　アウトドアを楽しむための車中泊
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日本という「バカの再生産システム」を抜け出す知恵と技術とは。脳科学者・中野信子と
精神科医・和田秀樹が本音で徹底討論。学歴信仰を容赦なく斬って捨て、騙されずに賢
く生きるための「本物の頭のよさ」の身につけ方を示す。（TRC MARCより）
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 老いの正体 認知症と友だち

山と溪谷社 

頭のよさとは何か

自 然 科 学 ・ 医 学

コンピュータ　・　歴　史　・　地　理

趣 味 ・ 娯 楽

生　活　・　手　芸　・料　理

　　　和田 秀樹/著　中野 信子/著

言　語　・　文　学　・　小　説

　　　あさの あつこ/著

【新しく入った本】 　　ＳＰＥＥＤ＋＋
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昭文社

おとなの温泉宿ベストセレクション100　関東・甲信越　2022

KADOKAWA

地方都市で暮らす咏子は、パートとして働きながら家族とともに平凡な毎日を送ってい
た。だが連続爆発事件が発生し、今まで気にも留めなかった周囲の異変に気がついてい
く…。（TRC MARCより）



【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

1 日本経済の黒い霧 ウクライナ戦乱と資源価格インフレ 植草 一秀/著 ビジネス社 332/ウ

No. 書　　名 著　　者 出版社 刊行予定日

1 この世の真実が見えてくる 井上 ひさし/著 岩波書店 5/17

2 ダンシング玉入れ 中山 可穂/著 河出書房新社 5/20

3 ウェルカム・ホーム！ 丸山 正樹/著 幻冬舎 5/23

4 茜さす日に噓を隠して 真下 みこと/著 講談社 6/7

5 猫弁と幽霊屋敷 大山 淳子/著 講談社 5/23

6 レーテーの大河 斉藤 詠一/著 講談社 5/23 5 ガンダムでわかる現代ビジネス 音部 大輔/著 田中 準也/著 豊後 祐紀/著 SBクリエイティブ 336/ガ

7 さざなみの彼方 佐藤 雫/著 集英社 5/24

8 やりなおし世界文学 津村 記久子/著 新潮社 5/30

9 ９９年、ありのままに生きて 瀬戸内 寂聴/著 中央公論新社 5/6 7 「速く」「短く」「感じよく」メールを書く方法 鈴木 真理子/著 明日香出版社 670/ス

10 高く翔べ　快商・紀伊国屋文左衛門 吉川 永青/著 中央公論新社 5/19

11 隠し女小春 辻原 登/著 文藝春秋 5/9

12 孤剣の涯て 木下 昌輝/著 文藝春秋 5/6

13 属国の銃弾 永瀬 隼介/著 文藝春秋 5/6

14 スパイコードＷ 福田 和代/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 5/26 10 社会人の教科書1年生 新版 新星出版社編集部/編 新星出版社 336/シ

15 棘の家 中山 七里/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 5/27

16 くるまの娘 宇佐見 りん/著 河出書房新社 5/10 【気になるＢＯＯＫベスト１０】
17 まっとうな人生 絲山 秋子/著 河出書房新社 5/17 書　名 著　者 出版社 請求記号

18 情事と事情 小手鞠 るい/著 幻冬舎 5/23 1 チョウセンアサガオの咲く夏   柚月 裕子/著 KADOKAWA F/ユズ

19 青く滲んだ月の行方 青羽 悠/著 講談社 6/7 2 残月記 小田 雅久仁/著 双葉社 F/オダ

20 あきらめません！ 垣谷 美雨/著 講談社 5/23 ３ マスカレード・ゲーム 東野 圭吾/著 集英社 F/ヒガ

21 忍者に結婚は難しい 横関 大/著 講談社 5/30 4 二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ/著 祥伝社 F/ツジ

22 奇跡集 小野寺 史宜/著 集英社 5/24 5 剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立/著 宝島社 F/シン

23 今日は、これをしました 群 ようこ/著 集英社 5/24

24 朽ちゆく庭 伊岡 瞬/著 集英社 6/1

25 空をこえて七星のかなた 加納 朋子/著 集英社 5/24 ７ 幸村を討て 今村 翔吾/著 中央公論新社 F/イマ

26 宙（ソラ）ごはん 町田 そのこ/著 小学館 5/25 8 流転  (越境捜査 9) 笹本 稜平/著 双葉社 F/ササ

27 パパイヤ・ママイヤ 乗代 雄介/著 小学館 5/9 ９ ついでにジェントルメン  柚木 麻子/著 文藝春秋 F/ユズ

28 孤蝶の城 桜木 紫乃/著 新潮社 5/16 10 悪の包囲  (ラストライン 5) 堂場 瞬一/著 文藝春秋 BF/ドウ

29 広重ぶるう 梶 よう子/著 新潮社 5/30

30 化物園 恒川 光太郎/著 中央公論新社 5/19

31 雨滴は続く 西村 賢太/著 文藝春秋 5/23

32 戴天 千葉 ともこ/著 文藝春秋 5/6

33 夜に星を放つ 窪 美澄/著 文藝春秋 5/20

34 入れ子細工の夜（仮） 阿津川 辰海/著 光文社 5/23 　　図書館はあなたの『知』『学』『遊』を応援します

35 残心　凛の弦音（ツルネ） 我孫子 武丸/著 光文社 5/23 　　 電話：０４３－４４４－４９４６（９：００～１７：００）　　ＦＡＸ：０４３－４４４－４０９６

36 死神と天使の円舞曲（ワルツ） 知念 実希人/著 光文社 5/23 https://www.library.yachimata.chiba.jp/

37 イーヴィル・デッド　駄菓子屋ファウストの悪魔 七尾 与史/著 実業之日本社 5/17 https://www.library.yachimata.chiba.jp/mobile/　（携帯用）

38 馬鹿みたいな話！　昭和３６年のミステリ 辻 真先/著 東京創元社 5/27

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 

6 コールセンターもしもし日記
ご意見ご要望、クレーム、恫喝…反論せずにお聞きします

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！

大杉 潤/著 自由国民社 335/オ

6 世界一楽しい!会社四季報の読み方
ド文系女子の株の達人が教える

藤川 里絵/著 SBクリエイティブ

2

3 世界一面白くてお金になる経済講座
知識ゼロからはじめる投資のコツ

南 祐貴/著 ダイヤモンド社 33８/ミ

４ 定年ひとり起業 マネー編
定年後のお金の不安を解消するならこの1冊!

8
ビジネススキルとしてのプログラミングが8日で身に
つく本

金宏 和實/著 日経BP 007/カ

吉川 徹/著 三五館シンシャ 673/ヨ

数値化の鬼 「仕事ができる人」に共通する、たった1つの
思考法

安藤 広大/著 ダイヤモンド社 336/ア

338/フ

9 どこでも成果を出す技術 テレワーク&オフィスワークで
なめらかに仕事をするための8つのスキル

沢渡 あまね/著 技術評論社 336/サ


