
書　　名 著　　者 出版社 請求記号

1 論理的思考を高めるパラドックス大事典 ニュートンプレス 116/ロ

2 るるぶ千葉房総‘２４ ＪＴＢバブリッシング 291.3/ル-24

3 京都不案内 森　まゆみ/著 世界思想社 291.6/モ

4 ハワイの穏やかで心通わせる暮らし３６５日 石川　結雨子/著 自由国民社 297/イ

5 オタク六法 小林　航太/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 320/コ 160

6 池上彰の世界の見方　中南米　アメリカの裏庭と呼ばれる国々 池上　彰/著 小学館 302/イ オ

7 改正個人情報保護法で変わる自治体防犯カメラの法務と実務 宇那木　正寛/著 ぎょうせい 317/ウ

8 定年後夫婦のリアル　お金・仕事・生活・・・知らないとこわい 大江　英樹/著　大江　加代/著 日本実業出版社 367/オ

9 嫌いな親との離れ方　もうこれ以上、苦しまないで！ 川島　崇照/著 すばる舎 367/カ

10 よくわかる最新光工学の基礎と仕組み 小野　明/著 秀和システム 425/オ

11 宇宙の図鑑　太陽系の最新像・ブラックホール・重力波・・・宇宙138億光年の謎に迫る 沼澤　茂美/著　脇屋　奈々代/著 誠文堂新光社 440/ヌ 242

12 すごい自力整体 矢上　真理恵/著　矢上　裕/監修 ダイヤモンド社 492.7/ヤ ツ

13 隣の聞き取れないひと　ＡＰＤ/ＬｉＤをめぐる聴き取りの記録 五十嵐　大/著 翔泳社 496.6/イ

14 身近な素材でつくるかんたん養生酒 植木　もも子/著 ＰＨＰ研究所 498.5/ウ

15 次亜塩素酸水　世界を救う日本で生まれた除菌水 内海 洋/著 あさ出版 574/ウ

16 文具&紙ものグッズのつくり方　納期・単価・最小ロットもすべてわかる！ 『デザインのひきだし編集部』/編 グラフィック社 589/ブ

17 ラクしておいしい電気圧力鍋レシピ 野川　彩/著 扶桑社 596/ノ 404

18 ジジイの台所 沢野　ひとし/著 集英社 596/サ サ

19 日本全国お雑煮レシピ　地元に行って、作って、食べた 粕谷 浩子/著 池田書店 596/カ

20 ふーみんさんの台湾５０年レシピ　おうちでつくろう!　永久保存版 斉 風瑞/著 小学館 596/サ

21 美しいねりきり 桔梗　有香子/監修 日東書院本社 596/ウ

22 新！掃除の解剖図鑑　やり方次第でこんなに変わる 日本ハウスクリーニング協会/著 エクスナレッジ 597/シ

23 小屋を作る本　２０２３　かつてなく詳しい、ＤＩＹで小屋を建てるガイド キャンプ　ワン・パブリッシング 527/コ-23 596

24 今知りたいパソコンガイド　「ＰＣパーツの“読み方”」から「故障対策」まで Ｉ/Ｏ編集部/編 工学社 548/イ ヒ

25 人もペットも気をつけたい園芸有毒植物図鑑　増補改訂版 土橋　豊/著 淡交社 623/ツ

26 らくらく安全運転ＢＯＯＫ　事故・トラブルから身を守る！ スタジオタッククリエイティブ 681/ラ

27 ジブリパーク公式ガイドブック ジブリパーク 689/ジ

28 見えにくい、読みにくい「困った！」を解決するデザイン 間嶋　沙知/著 マイナビ出版 727/マ

29 はじめてのｉＭｏｖｉｅ　Ｍａｃ/iＰｈｏｎｅ/iＰａｄ対応 斎賀　和彦/著　氷川　りそな/著 秀和システム 746/サ

30 脳活性あやとり　指を動かすと脳がイキイキ 有木　昭久/著 ブティック社 798/ア 616

ノ

31 にゃんこ四字熟語辞典　２ 西川 清史/著 飛鳥新社 814/ニ-2

32 家康の海 植松　三十里/著 ＰＨＰ研究所 Ｆ/ウエ

33 君の教室が永遠の眠りにつくまで 鵺野　莉紗/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｆ/ヌエ

34 98歳まで生きてわかった、「超ポジティブ思考」がいちばん! 宇野 千代/著 幻冬舎 914.6/ウノ

35 女のイイ顔　田辺聖子のエッセイ 田辺　聖子/著 中央公論新社 914.6/タナ

36 東京あたふた族 益田　ミリ/著 ミシマ社 914.6/マス Ｆ

37 私の夢はスイスで安楽死　難病に侵された私が死に救いを求めた三十年 くらんけ/著 彩図社 916/クラ ハマ

38 クレムリンの魔術師 ジュリアーノ・ダ・エンポリ/著　林　昌宏/訳 白水社 953/エン

文藝春秋
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２０２３．１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

ビーツサラダ、ポテトスープ、チキンキーウ、ナポレオンレイヤーケーキ・・・。豊かで美しい
国ウクライナの、愛情に満ちた家庭の味を紹介。すべてのメニューに関連するエピソード
を掲載する。（ＴＲＣ　ＭＡＲＣより）

１９２２年１１月、古代エジプト王ツタンカーメンの墓が発見された。発見からほどない現場
の臨場感、若きファラオの素顔に迫る重要な調査の成果など、ナショジオがこれまで伝え
てきたツタンカーメンに関する記事をまとめる。（ＴＲＣ　ＭＡＲＣより）

河江 肖剰/責任監修 日経ＢＰマーケティング

ツタンカーメン１００年　ナショジオが伝えてきた少年王の素顔

八街市立図書館

農家が教えるイモのビックリ栽培

平野 顕子/著 イーゴ キャプション/著

荻上 チキ/編著 櫻井 義秀/[ほか]著

仙台郊外。婿養子で入った病院を一代でトップクラスの総合病院にした池田利宗と、出
来損ないの次男として育ちながら、天才的な経営手段を発揮する利雄。父子を中心に、
家族の確執、大病院の栄華とその躓きを描く。（ＴＲＣ　ＭＡＲＣより）

選べなかった信仰、選べなかった家族。社会からの偏見に苦しんできた宗教２世たちを、
独りにしないために。1131人の生の声を集め、信仰という名の虐待＝「宗教的虐待」の実
態に迫る。ＴＢＳラジオの番組をもとに書籍化。（ＴＲＣ　ＭＡＲＣより）

東洋館出版社

ウクライナの家庭料理　キャプション家に伝わる日々のごはん
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原子磁石/ネオジム磁石、アイザック・ニュートン/ロバート・フック、コロナウイルス/新型コ
ロナウイルス・・・。１つの科学的なテーマについて、オモテとウラ、光と陰、善いこと悪いこ
となどを見開きで紹介します。（ＴＲＣ　ＭＡＲＣより）
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孤高の血族　Ikeda,the noble family

パルコエンタテインメント事業部

科学オモテウラ大事典

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

左巻 健男/編著

言　語　・　文　学　・　小　説

農文協/編　

【新しく入った本】 　　ＳＰＥＥＤ＋＋

ビ　ジ　ネ　ス　・　社　会
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太田出版

宗教2世

農山漁村文化協会

土寄せいらずの“超浅植え”、青イモをゼロにする“逆さ植え”・・・。これまでの常識を覆
す、ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、粘りイモの栽培・貯蔵法を全国の農家が伝授す
る。『別冊現代農業』２０２２年６月号を単行本化。（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5】

書　名 著　者 出版社 請求記号

1 時間最短化、成果最大化の法則　 木下　勝寿/著 ダイヤモンド社 336/キ

No. 書　　名 著　　者 出版社 刊行予定日 2 会話でスッキリ電帳法とインボイス制度のきほん 小島　孝子/著 税務研究会出版局 336/コ

1 何食わぬきみたちへ 新 胡桃/著 河出書房新社 1/20 3 話題にしてもらう技術　９０.５％の会社が知らないＰＲのコツ 加藤　恭子/著 技術評論社 674/カ

2 ケチる貴方 石田 夏穂/著 講談社 1/24 ４ 日本でいちばん大切にしたい会社８ 坂本　光司/著 あさ出版 335/サ-8

3 香港陥落 松浦 寿輝/著 講談社 1/11 5 労働者協同組合の設立・運営がまるごとわかる本 日本法令 335/ロ

4 あかあかや明恵（ミョウエ） 梓澤 要/著 新潮社 1/16

5 審議官 隠蔽捜査９．５ 今野 敏/著 新潮社 1/16 【気になるＢＯＯＫベスト１０】
6 藍色ちくちく　魔女の菱刺し工房 高森 美由紀/著 中央公論新社 1/17 書　名 著　者 出版社 請求記号

7 巻頭随筆　百年の百選 文藝春秋/編 文藝春秋 1/25 1 教誨 柚月　裕子/著 小学館 F/ユズ

8 東大に名探偵はいない 市川 憂人/著　新川 帆立/[ほか]著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1/25 2 黒石　（新宿鮫　１２） 大沢　在昌/著 光文社 F/オオ

9 松雪先生は空を飛んだ　上下 白石 一文/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1/26 ３ うさぎ玉ほろほろ 西條　奈加/著 講談社 F/サイ

10 開墾地 グレゴリー・ケズナジャット/著 講談社 1/24 4 風の値段 堂場　瞬一/著 小学館 F/ドウ

11 数学の女王 伏尾 美紀/著 講談社 1/23 5 秋雨物語 貴志　祐介/著 KADOKAWA F/キシ

12 パレードのシステム 高山 羽根子/著 講談社 1/24 6 ザリガニの鳴くところ ディーリア　オーエンズ/著 早川書房 933/オエ

13 がらんどう 大谷 朝子/著 集英社 2/1 ７ 風待ちの四傑　（くらまし屋稼業　８） 今村　翔吾/著 角川春樹事務所 BF/イマ

14 よき時を思う 宮本 輝/著 集英社 1/24 8 連鎖 黒川　博行/著 中央公論新社 F/クロ

15 令和その他のレイワにおける 健全な反逆に関する架空六法 新川 帆立/著 集英社 1/24 ９ 光のとこにいてね 一穂　ミチ/著 文藝春秋 F/イチ

16 覇王の轍 相場 英雄/著 小学館 1/30 10 ８０歳でも脳が老化しない人がやっていること 西　剛志/著 アスコム 498.3/ニ

17 不思議カフェ　ＮＥＫＯＭＩＭＩ 村山 早紀/著 小学館 1/23

18 荒地の家族 佐藤 厚志/著 新潮社 1/17 【気になる電子図書】
19 木挽町のあだ討ち 永井 紗耶子/著 新潮社 1/16 No. 書　　名 著　者

20 固結び　損料屋喜八郎始末控え５ 山本 一力/著 文藝春秋 1/23 1 無<最高の状態> MU:The Best Condition 鈴木 祐/著

21 グレイスレス 鈴木 涼美/著 文藝春秋 1/12 2 多様性の科学 画一的で凋落する組織、複数の視点で問題を解決する組織 マシュー　サイド/著　トランネット/訳

22 銀座に住むのはまだ早い 小野寺 史宜/著 柏書房 1/24 3 空の見つけかた事典 一生に一度は見てみたい 武田 康男/著

23 クラックアウト 長沢 樹/著 角川春樹事務所 1/11 4 Georgeの透けツヤ肌メイク ナチュラルなのに肌がキレイに見える George/著

24 たらしの城 佐々木 功/著 光文社 1/20 5 シウマさんの琉球風水で金運アップ! シウマ/著

25 迷宮遊覧飛行 山尾 悠子/著 国書刊行会 1/23 6 マンガでわかる東大読書 西岡 壱誠/原案　小野 洋一郎/著

26 家康の血筋 近衛 龍春/著 実業之日本社 1/26 7 めんどくさいロシア人から日本人へ 小原 ブラス/著

27 異分子の彼女　腕貫探偵オンライン 腕貫探偵シリーズ ８ 西澤 保彦/著 実業之日本社 1/19 8 書く習慣 自分と人生が変わるいちばん大切な文章力 いしかわ ゆき/著

28 バスに集う人々 西村　健/著 実業之日本社 1/19 9 あなたの持ち家が危ない 山下 隆盛/著

29 大江戸奇巌城 芦辺 拓/著 早川書房 1/23 10 闇祓 辻村 深月/著

30 標本作家 小川 楽喜/著 早川書房 1/23

31 間借り鮨 まさよ 原 宏一/著 双葉社 1/17

32 つぎはぐ、さんかく 菰野 江名/著 ポプラ社 1/26

33 ゆうべの食卓 角田 光代/著 オレンジページ 2/15

34 今日はいい天気ですね。　れんげ荘物語 群 ようこ/著 角川春樹事務所 1/11 　　図書館はあなたの『知』『学』『遊』を応援します

35 答えは市役所３階に　２０２０心の相談室 辻堂 ゆめ/著 光文社 1/23 　　  電話：０４３－４４４－４９４６（９：００～１７：００）　　

36 風を紡ぐ　針と剣　縫箔屋事件帖 あさの あつこ/著 実業之日本社 1/26 　　ＦＡＸ：０４３－４４４－４０９６　

37 猫にならって 佐川 光晴/著 実業之日本社 1/26 https://www.library.yachimata.chiba.jp/

38 残照 田中　芳樹/著 祥伝社 1/11

アスコム

KADOKAWA

電子図書をご利用ください。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！！

ディスカヴァー・トゥエンティワン

山と溪谷社

インプレス

KADOKAWA

東洋経済新報社

扶桑社

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！

 略記号：B＝文庫、F＝日本の小説 

※八街市電子図書館の特集にこのテーマがあります

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

出版社

クロスメディア・パブリッシングインプレス

クロスメディア・パブリッシングインプレス


