
書　　名 著　　者 出版社 請求記号

1 Windows 11やさしい教科書 Home/Pro対応　改訂第２版 リブロワークス/著 SBクリエイティブ 007/ウ

2 図書館にまいこんだこどもの大質問　司書さんもビックリ! こどもの大質問編集部/編 青春出版社 015/ト

3 図解仏教13宗派がよくわかる本 永田 美穂/監修 リベラル社 182/ズ

4 国商 最後のフィクサー葛西敬之 森 功/著 講談社 289.1/カサ

5 橋下徹の研究 百田 尚樹/著 飛鳥新社 289.1/ハシ

6 千葉・房総 '24　（まっぷるマガジン） 昭文社 291.3/チ/24 290

7 るるぶグアム　'24 JTBパブリッシング 297/ル/24 チ/10-8

8 指と耳で見る、目と手で聞く 視覚障害・聴覚障害のある人の暮らす世界 金治 直美/著 ぺりかん社 G369/カ

9 FPによる親のための高齢者向け住まいの選び方 丸山 幹也/監修 メイツユニバーサルコンテンツ 369/フ

10 かわいくたのしいカードシアター ワクワクしかけがいっぱい! 井上 明美/編著 自由現代社 376/イ

11 食文化からイギリスを知るための55章 石原 孝哉/編著　市川 仁/編著 明石書店 383/シ

12 世界の麵図鑑  59の国と地域の多彩な麵料理230種類を旅の雑学とともに解説 地球の歩き方編集室/編集 地球の歩き方 383/セ 304

13 妖精ヴィジュアル小辞典　Fairy handbook 井村 君江/著 アトリエサード 388/イ オ

14 一度読んだら絶対に忘れない化学の教科書 左巻 健男/著 SBクリエイティブ 430/サ

15 新種発見! 　見つけて、調べて、名付ける方法 馬場 友希/編著 福田 宏/編著 山と溪谷社 461/シ

16 よくわかる幹細胞治療入門 米井 嘉一/著 太田 清五郎/著 ロングセラーズ 491/ヨ

17 筑波大学附属病院が教える毎日おいしい腎臓病レシピ290 最新改訂版 山縣 邦弘/監修 岩部 博子/監修 Gakken 494.9/ツ

18 放っておくと失明する怖い目の病気 市川 一夫/著 幻冬舎メディアコンサルティング 496.3/イ 367

19 0歳からのおうち矯正 鈴木 設矢/著 弘文堂 497/ス フ

20 かわいいかぎ針編みリカちゃんが着る世界の民族衣装 アップルミンツ 594/カ

21 minimofuu toyのフェルトで作る、12ケ月の飾り アップルミンツ 594/ミ

22 ジッパーつきポリ袋でつくる誰でもできる手前味噌 杵島 直美/著 ブティック社 596/キ

23 志麻さんのベストおかず 料理のきほん編 タサン 志麻/著 扶桑社 596/タ

24 日本を味わう366日の旬のもの図鑑 暦生活/著 清 絢/執筆 淡交社 596/ニ 498.5

25 使い切れない農地活用読本　荒らさない、手間をかけない、みんなで耕す 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会 611/ツ ツ

26 最新国産&輸入車全モデル購入ガイド　2023 JAFメディアワークス 537/サ

27 保護犬・保護猫と暮らす。　A life with rescued dogs/cats 坂上 忍/責任編集 プレジデント社 645/ホ

28 知って楽しむハチ暮らし入門　刺されない方法、安全な駆除、無農薬畑での飼い方 安藤 竜二/著 農山漁村文化協会 646/ア

29 鉄道きっぷ探究読本　乗車券・特急券・指定券…硬券・軟券・磁気券… 後藤 茂文/著 河出書房新社 686/ゴ

30 東京ディズニーシーパーフェクトガイドブック 2023 ディズニーファン編集部/編 講談社 689/ト-23 760

31 基礎から学ぶスポーツトレーニング理論　健康づくりをサポートする最新知見を徹底解説 伊藤 マモル/監修 日本文芸社 780.7/キ ム

32 国会話法の正体 政界に巣くう怪しいレトリック 藤井 青銅/著 柏書房 810/フ

33 みじかい韓国語フレーズ　会話を楽しむ キム スノク/著 　ソ ウナ/著 ジャパンタイムズ出版 829/キ

34 イギリス英語でしゃべりたい! UK発音パーフェクトガイド 小川 直樹/著 研究社 831/オ

35 父のしおり 憧憬 石原 慎太郎/著 青志社 914.6/ｲｼ

36 諦念後　男の老後の大問題 小田嶋 隆/著 亜紀書房 914.6/オダ 908

37 三谷幸喜のありふれた生活 17　未曾有の出来事 三谷 幸喜/著 朝日新聞出版 914.6/ミタ-17 ゼツ

38 トーキョー・キル バリー・ランセット/著 ホーム社 933/ラン

言　語　・　文　学　・　小　説

村上 春樹/著

【新しく入った本】 　　ＳＰＥＥＤ＋＋

ビ　ジ　ネ　ス　・　社　会
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地球の歩き方

地球の歩き方 J08　2023～24 千葉

文藝春秋

村上春樹のクラシック音楽談義第２弾。１０４曲のクラシック音楽を取り上げ、さまざまな演
奏家・指揮者のアナログ・レコードを紹介し、それぞれの演奏の特質について語る。美しい
ジャケットもオールカラーで掲載。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

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

土田 隆/著
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筋肉がつきやすい体になるには？筋肉づくりのカギは、ＢＣＡＡと呼ばれるアミノ酸。鶏む
ね肉、蒸し大豆、エリンギ、ニラの４品をメイン材料とした、ＢＣＡＡを簡単においしくとること
ができる「筋トレスープ」を紹介する。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)
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プ 村田 沙耶香/[ほか]著 

絶縁

KADOKAWA

飲むだけで筋肉がつきやすくなる70歳からの筋トレスープ

アジア９都市９名が集まったアンソロジー。村田沙耶香「無」、アルフィアン・サアット「妻」、
郝景芳「ポジティブレンガ」、ウィワット・ルートウィワットウォンサー「燃える」など、「絶縁」を
テーマとした作品を収録。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

日帰り旅行から滞在型の旅まで、千葉をじっくり楽しみたい人のためのガイドブック。千葉
の海、エリアガイド、歴史と文化、グルメなどを掲載。取り外せる別冊マップ付き。データ：
2022年5～10月現在。(TRC　MARCより)

アスコム

おうち性教育はじめます 思春期と家族編

２０２３．２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
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主に１０～１８歳の子どもを持つ家庭向けの性教育の本。思春期の子どもに訪れる男女の
心と体の変化、暴力や性加害についてマンガで解説。家庭での声かけや、接し方がわか
る。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

未来が混沌としつつある現在、何を指針に生きていけばよいのか。未来への警告を出し続
けた落合信彦と、これからの時代を生きる落合陽一、それぞれの視点から近未来の世界
を読むための新常識示す、異能の親子の初共著。(ＴＲＣ　ＭＡＲＣより)

落合 信彦/著 落合 陽一/著 小学館

小学館
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予言された世界

八街市立図書館

更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち

フクチ マミ/著 村瀬 幸浩/著



【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 フリーランスがインボイスで損をしない本 原 尚美/著 日本実業出版社 336/ハ

No. 書　　名 著　　者 出版社 刊行予定日 2 仕事ができる人のパワポはなぜ2色なのか? 越川 慎司/著 アスコム 336/コ

1 明日も一日きみを見てる 角田　光代/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2/8 ３ 起業メンタル大全 読むほどに立ち上げたくなる!立ち上がりたくなる! 立花 岳志/著 自由国民社 335/タ

2 あわのまにまに 吉川　トリコ/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2/27 4 ひとり社長になっていきなり年収を650万円にする方法 松尾 昭仁/著 自由国民社 335/マ

3 私小説 尾崎　世界観/著　西　加奈子/[ほか]著　 河出書房新社 2/17 5 経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本 新星出版社 336/ケ

4 Ｃｈａｎｇｅ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ 秦　建日子/著 河出書房新社 2/20

5 羊子と玲　鴨居姉弟の光と影 植松　三十里/著 河出書房新社 2/15 【気になるＢＯＯＫベスト１０】
6 お菓子の船 上野　歩/著 講談社 2/20 書　名 著　者 出版社 請求記号

7 黒猫を飼い始めた　ＭＲＣショートショート ＭＲＣ編集部/編 講談社 2/20 1 祝祭のハングマン  中山 七里/著 文藝春秋 F/ナカ

8 楊花（ヤンファ）の歌 青波　杏/著 集英社 2/21 2 妖の絆 誉田 哲也/著 文藝春秋 F/ホン

9 完全なる白銀 岩井　圭也/著 小学館 2/15 3 荒ぶるや　(空也十番勝負 9) 佐伯 泰英/著 文藝春秋 BF/サエ

10 南風（マゼ）に乗る 柳　広司/著 小学館 3/1 ４ 審議官　(隠蔽捜査 9.5) 今野 敏/著 新潮社 F/コン

11 野火の夜 望月　諒子/著 新潮社 2/16 5 ある愛の寓話 村山 由佳/著 文藝春秋 F/ムラ

12 猛き朝日 天野　純希/著 中央公論新社 2/16 6 この世の喜びよ 井戸川 射子/著 講談社 F/イド

13 私のものではない国で 温　又柔/著 中央公論新社 2/16 7 地図と拳 小川 哲/著 集英社 F/オガ

14 三国志名臣列伝　蜀篇 宮城谷　昌光/著 文藝春秋 2/20 8 しろがねの葉 千早 茜/著 新潮社 F/チハ

15 ラーメンカレー 滝口　悠生/著 文藝春秋 2/3 9 ワンダーランド急行 荻原 浩/著 日経BP日本経済新聞出版 F/オギ

16 四日間家族 川瀬　七緒/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2/27 10 踏切の幽霊 高野 和明/著 文藝春秋 F/タカ

17 逆転のバラッド 宇佐美　まこと/著 講談社 2/20

18 球音ＫＺＵ５（仮）　ＫＺ　Ｕｐｐｅｒ　Ｆｉｌｅ 藤本　ひとみ/著 講談社 2/20 【気になる電子図書】
19 星くずの殺人 桃野　雑派/著 講談社 2/20 書　名 著　者

20 神無島のウラ あさの　あつこ/著 小学館 2/21 1 子供4人共働き・賃貸60㎡でシンプル丁寧に暮らす ベリー/著

21 あなたはここにいなくとも 町田　そのこ/著 新潮社 2/18 2 余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話 森田 碧/著

22 ギフトライフ 古川　真人/著 新潮社 2/27 ３ 人生はあなただけのものじゃない トム　ラス/著

23 僕の女を探しているんだ 井上　荒野/著 新潮社 2/16 4 家康の決断 天下取りに隠された7つの布石 城島 明彦/著

24 黄色い家 川上　未映子/著 中央公論新社 2/16 5 仕事も人間関係もうまくいく放っておく力 枡野 俊明/著

25 恋とそれとあと全部 住野　よる/著 文藝春秋 2/21 6 まじめな人ほど報われない!?  清水 なほみ/著

26 蝙蝠か燕か 西村　賢太/著 文藝春秋 2/1 ７ 自分の声をチカラにする ウォルピスカーター/著

27 パルウイルス　 高嶋　哲夫/著 角川春樹事務所 2/28 8 神・文章術 フミコフミオ/著

28 鯨オーケストラ 吉田　篤弘/著 角川春樹事務所 2/28 ９ お金の不安がなくなる資産形成1年生 小林 亮平/著

29 彼女はひとり闇の中 天祢　涼/著 光文社 2/20 10 社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる 池上 彰/著

30 ６０％ 柴田　祐紀/著 光文社 2/20

31 ナカスイ！ 海なし県の水産高校 村崎　なぎこ/著 祥伝社 3/7

32 ミライの源氏物語（仮） 山崎　ナオコーラ/著 淡交社 2/27

33 化石少女と七つの冒険 麻耶　雄嵩/著 徳間書店 2/27

34 散り花 中上　竜志/著 日経ＢＰマーケティング 2/24 　図書館はあなたの『知』『学』『遊』を応援します

35 うつけ者 俄坊主泡界 １　大坂炎上篇 東郷　隆/著 早川書房 2/20 電 話：０４３－４４４－４９４６（９：００～１７：００）

36 ここにあるはずだったんだけど 佐々木　愛/著 双葉社 2/20 ＦＡＸ：０４３－４４４－４０９６

37 私たちはどこで間違えてしまったんだろう 美輪　和音/著 双葉社 2/20 https://www.library.yachimata.chiba.jp/

38 大雑把かつあやふやな怪盗の予告状　 倉知　淳/著 ポプラ社 2/13

ディスカヴァー・トゥエンティワン

ポプラ社

KADOKAWA

KADOKAWA

KADOKAWA

Clover出版

三笠書房

ウェッジ

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！

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！！

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 

すばる舎

出版社

※八街市電子図書館の特集にこのテーマがあります

KADOKAWA


