
書　　名 著　　者 出版社 請求記号

1 できるゼロからはじめるiPhone SE第3世代超入門 ドコモ/au/ソフトバンク対応 法林 岳之/著 白根 雅彦/著 インプレス 007/デ

2 ザ・クイーン エリザベス女王とイギリスが歩んだ一〇〇年 マシュー・デニソン/著 カンゼン 289.3/エリ

3 世界の廃墟島 美しく孤独な場所 クラウディア・マーティン/著 日経ナショナルジオグラフィック 290/マ

4 図解でやさしくわかるネットワークのしくみ超入門 網野 衛二/著 技術評論社 547/ア

5 1945わたしの満洲脱出記　普及版 稲毛 幸子/著 ハート出版 916/イナ

367

6 ゼレンスキー勇気の言葉100 清水 克彦/著 ワニブックス 319/シ ウ

7 日本の領土と国境 尖閣・竹島・北方四島問題を解決する 山田 吉彦/著 育鵬社 319/ヤ

8 経済指標読み方がわかる事典 日本&世界の景気を把握し先読みする 森永 康平/著 日本実業出版社 331/モ

9 すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法ってないですか? できればスマホで 矢島 直美/著 インプレス 674/ヤ

10 スポーツ毒親 暴力・性虐待になぜわが子を差し出すのか 島沢 優子/著 文藝春秋 780.7/シ

11 数学者図鑑　Encyclopedia of Mathematicians 本丸 諒/著 かんき出版 410/ホ 332

12 数の謎はどこまで解けたか 自然数から無限のそのまた向こうまで オリヴァー・リントン/著 創元社 410/リ ノ

13 変形菌 発見と観察を楽しむ自然図鑑 山と溪谷社 473/カ

14 「家トレ」のきほん 飽きずに楽しく続けられる!「自分で動ける」を維持するトレーニング 石田 竜生/著 翔泳社 493.18/イ

15 ウルトラ図解乾癬 正しい治療でQOLを高め、いきいきとした生活を 朝比奈 昭彦/監修 法研 494.8/ウ

16 今日から減酒! お酒を減らすと人生がみえてくる 倉持 穣/著 主婦の友社 498.3/ク

17 0～18歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育 子どもの可能性が広がる実践的子育てガイド ティム・セルダン/著 ローナ・マクグラス/著 創元社 379/セ 457

18 世界の地元メシ図鑑 222人の旅人たちの思い出の味を食の雑学とともに解説 地球の歩き方編集室/編 地球の歩き方 383/セ ツ

19 ヨガを楽しむ教科書　Let's enjoy YOGA 綿本 彰/著 ナツメ社 498.3/ワ

20 家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい&ゆかた クライ・ムキ/著 ブティック社 593/ク

21 いちじくのお菓子づくり 今井 ようこ/著 藤沢 かえで/著 誠文堂新光社 596/イ

22 無印良品「発酵ぬかどこ」徹底活用術 オザワ エイコ/著 新星出版社 596/オ

23 「また作って!」と言われるおかわりおかず 上島 亜紀/著 池田書店 596/カ

24 志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ タサン 志麻/著 マガジンハウス 596/タ 537

25 冷凍食品アレンジ神レシピ大全123品+∞　1万食の冷凍食品を食べつくしたプロが考えた!! タケムラ ダイ/著 宝島社 596/タ ア

26 チコちゃんの素朴なギモン365 答えられないと叱られる!? NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班/監修 宝島社 049/チ

27 首都圏発おいしい道の駅ドライブ 　2022 昭文社 291.3/シ/22

28 フェルメールとオランダ黄金時代 中野京子と読み解く 中野 京子/著 文藝春秋 723/ナ

29 あなたにも描ける、本物のように美しい色鉛筆画　シンプルなテクニックでリアルに描ける 村松 薫/著 日本文芸社 725/ム

30 ポートレートのためのオールドレンズ撮影マニュアル　逆光・順光・斜光でレンズの旨味を引き出すテクニック 鈴木 啓太/著 玄光社 742/ス F

31 新しい登山の教科書 「安全に、楽に、登る」登山スキルが“確実に”身につく 栗山 祐哉/監修 池田書店 786.1/ア ニシ

32 なかなか解けないなぞ解きに挑戦しませんか? 暇謎/著 ナツメ社 798/ヒ

33 漢字の使い分け図鑑 マンガでわかる 記憶に定着！ 円満字 二郎/著 講談社 811/エ

34 幽霊認証局 赤川 次郎/著 文藝春秋 F/アカ

35 棘の家 中山 七里/著 KADOKAWA F/ナカ

36 おいしいコーヒーのいれ方 Second Season:アナザーストーリー  てのひらの未来 村山 由佳/著 集英社 ※GF/ムラ/20 914.6

37 レックスが囚われた過去に アビゲイル・ディーン/著 早川書房 933/デイ ﾔﾏ

38 夜の少年 ローラン・プティマンジャン/著 早川書房 953/プテ

※Gはティーンズコーナーの本です。
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言　語　・　文　学　・　小　説

地球温暖化、生態系の変化、パンデミックの襲来。虫たちは地球の変化をとっくに知って
いた。人間はどこへ行くのか-。コロナ禍をまたぐ4年間、虫を愛するふたりが、縦横無尽に
語り合った足もとからの文明論。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)
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円安が日本を滅ぼす 米韓台に学ぶ日本再生の道

２０２２．8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

新
刊
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

新旧オートバイに用いられるメカニズムを、なぜそうなるのかという基本が把握できるよ
う、初歩的なところからビジュアルに解説する。エポックメイキングな代表モデルや、ＥＶ
など最新テクノロジーを追加した第4版。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

国が行うべきは、変化を阻害している諸要因を除去することだ-。経済発展を遂げている
米・韓・台との比較から、日本の問題を炙り出す。『ダイヤモンド・オンライン』ほか掲載を
もとに書籍化。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

野口 悠紀雄/著 中央公論新社

上野 千鶴子/著

地球、この複雑なる惑星に暮らすこと 

青木 タカオ/著

セントラルパークで殺人事件が発生。凶器は手裏剣。ニューヨーク市警が容疑者としたの
は、ニューヨークに支局を構えた忘却探偵・掟上今日子。記憶が「一日」限りの彼女は、
疑いを晴らせるのか？『メフィスト』連載を書籍化。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

西尾 維新/著

掟上今日子の忍法帖

「在宅ひとり死」を提唱する社会学者が、橋田壽賀子、桐島洋子ら10人のロールモデルと
人生後半の生き方・老い方を語り合う。『婦人公論』『女性セブン』『女性自身』掲載に加
筆修正、書き下ろしを加えて単行本化。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

こっそり楽しむうんこ化石の世界 食事から推理する古生物たちの最期うんこミステリー

ヤマザキ マリ/著　養老 孟司/著 文藝春秋

ティラノは獲物を骨ごと食べる！？排泄した"主"の様々な情報が含まれたうんこの化石
(コプロライト)。恐竜たちが残したうんこ化石、古生物学者による研究の歴史など、イロトリ
ドリのうんこ化石の世界を案内する。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

趣 味 ・ 娯 楽

生　活　・　手　芸　・料　理 土屋 健/著 技術評論社

よくわかる最新バイクの基本と仕組み バイクの最新技術を基礎から学ぶ 第4版

新
刊
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ 秀和システム

【新しく入った本】 　　ＳＰＥＥＤ＋＋
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中央公論新社

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 

自 然 科 学 ・ 医 学

コンピュータ　・　歴　史　・　地　理 八街市立図書館



【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 誰でもできるのに9割の人が気づいていない、お金の生み出し方 今井 孝/著 幻冬舎 335/イ

No. 書　　名 著　　者 出版社 刊行予定日 2 売上の地図　3万人を指導したマーケティングの人気講師が教える「売上」を左右する20のヒント 池田 紀行/著 日経BP 673/イ

1 武蔵　残日の剣 稲葉　稔/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8/24 3 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ　3訂版 熊王 征秀/著 日本法令 336/ク

2 夜がうたた寝してる間に 君嶋　彼方/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8/24 ４ 99%失敗しない新規事業の創り方 松本 剛徹/著 小島 幹登/著 ぱる出版 336/マ

3 浅草ルンタッタ 劇団　ひとり/著 幻冬舎 8/23 5 そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています。  今井 誠/編著 坂井 豊貴/編著 日経BP 331/ソ

4 レッドクローバー まさき　としか/著 幻冬舎 8/23 6 いちばんやさしい衛星データビジネスの教本 神武 直彦/著 恩田 靖/著 片岡 義明/著 インプレス 512/イ

5 クレプシドラ 夕木　春央/著 講談社 9/6 7 数値化メソッド見るだけノート　数字が苦手でも業績が爆発的にあがる! 宝島社 336/ス

6 孤立宇宙 熊谷　達也/著 講談社 8/29 8 Z世代に学ぶ超バズテク図鑑 原田 曜平/著 PHP研究所 675/ハ

7 遠い指先が触れて 島口　大樹/著 講談社 8/9 9 今日から使える企業のSNS危機管理マニュアル炎上しても大丈夫! 小木曽 健/著 晶文社 336/オ

8 事件は終わった 降田　天/著 集英社 8/24 10 ISO9001やるべきこと、気をつけること　改訂新版 あさ出版 509/イ

9 フィールダー 古谷田　奈月/著 集英社 8/24

10 ループ・オブ・ザ・コード 荻堂　顕/著 新潮社 8/29 【気になるＢＯＯＫベスト１０】
11 孤島の飛来人 山野辺　太郎/著 中央公論新社 8/18 書　名 著　者 出版社 請求記号

12 灰かぶりの夕海 市川　憂人/著 中央公論新社 8/18 1 任俠楽団 今野 敏/著 中央公論新社 F/コン

13 残照 本城　雅人/著 文藝春秋 8/4 2 夜に星を放つ 窪 美澄/著 文藝春秋 Ｆ/クボ

14 そして誰もゆとらなくなった 朝井　リョウ/著 文藝春秋 8/4 ３ 浮世小路の姉妹 佐伯 泰英/著 光文社 ＢＦ/サエ

15 祈りのカルテ　再会のセラピー 知念　実希人/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8/8 4 鷹の系譜 堂場 瞬一/著 講談社 Ｆ/ドウ

16 営繕かるかや怪異譚　その参 小野　不由美/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8/24 5 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

17 三世代探偵団　春風にめざめて 赤川　次郎/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8/26 6 晩秋行 大沢 在昌/著 双葉社 Ｆ/オオ

18 小説の小説 似鳥　鶏/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8/31 ７ 紙の梟 ハーシュソサエティ 貫井 徳郎/著 文藝春秋 Ｆ/ヌク

19 レジデンス 小野寺　史宜/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8/24 8 スマホになじんでおりません 群 ようこ/著 文藝春秋 914.6/ムレ

20 ロスト・スピーシーズ 下村　敦史/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8/24 ９ #真相をお話しします 結城 真一郎/著 新潮社 Ｆ/ユウ

21 競争の番人　内偵の王子 新川　帆立/著 講談社 8/29 10 「副作用死」ゼロの真実 ここまでわかった“ウィズコロナ”の未来像 近藤 誠/著 ビジネス社 498.6/コ

22 首切り島の一夜 歌野　晶午/著 講談社 9/6

23 此の世の果ての殺人 荒木　あかね/著 講談社 8/22 【気になる電子図書】
24 汝、星のごとく 凪良　ゆう/著 講談社 8/2 No. 書　　名 著　者

25 愚者の階梯 松井　今朝子/著 集英社 9/1 1 悩みは欲しがれ　部下・同僚・チーム、あなたの心に火を灯す新常識 神保 拓也/著

26 デクリネゾン 金原　ひとみ/著 集英社 8/24 2 見てきたように面白い「超古代史」　「人類の起源」から「来るべき終末の暗示」まで 黒成 仁/著

27 掌に眠る舞台 小川　洋子/著 集英社 9/1 3 宇宙一ずぼら絶品めし だれウマ/著

28 ハヤブサ消防団 池井戸　潤/著 集英社 9/5 4 英語の語源大全　365日、頭と心がよろこぶ100の驚き! 清水 建二/著

29 レッドゾーン 夏川　草介/著 小学館 8/26 5 余命10年 小坂 流加/著

30 あの子とＱ 万城目 学/著 新潮社 8/16

31 家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ/著 新潮社 8/29

32 裂けた明日 佐々木　譲/著 新潮社 8/16

33 夜の道標 芦沢　央/著 中央公論新社 8/5

34 嘘つきジェンガ 辻村　深月/著 文藝春秋 8/23 　　図書館はあなたの『知』『学』『遊』を応援します

35 音楽が鳴りやんだら 高橋　弘希/著 文藝春秋 8/5 　　 電話：０４３－４４４－４９４６（９：００～１７：００）　　ＦＡＸ：０４３－４４４－４０９６

36 キッズ・アー・オールライト　Ｋｉｄｓ　Ａｒｅ　Ａｌｒｉｇｈｔ 丸山　正樹/著 朝日新聞出版 9/7 https://www.library.yachimata.chiba.jp/

37 人間みたいに生きている 佐原　ひかり/著 朝日新聞出版 9/7 https://www.library.yachimata.chiba.jp/mobile/　（携帯用）

38 ヘルンとセツ 田渕　久美子/著 ＮＨＫ出版 8/26

文芸社

※気になるビジネス書の棚にあります！

三笠書房

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

三笠書房

※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。

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 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ


