
請求記号 書　名 著　者 出版社

007.3-ｽ
すぐに役立つ電子商取引から削除請求ま
で図解とQ&Aでわかる最新ネットトラ
ブルをめぐる法律とトラブル解決法

森  公任／ほか監修 三修社

007.6-ﾊﾟ-23 パソコンで困ったときに開く本　2023 朝日新聞出版

015.8-ｺ-22-4
この本読んで!　2022冬
お菓子の絵本 /暦の絵本(二十四節気・行
事)

出版文化産業振
興財団

請求記号 書　名 著　者 出版社

143.1-ｸ 夫婦のトリセツ　決定版 黒川  伊保子／著 講談社

159.7-ﾊ
中高生の悩みが軽くなるヒント集めまし
た。

葉一／著 河出書房新社

159.7-ﾜ 老害の壁 和田  秀樹／著 エクスナレッジ

請求記号 書　名 著　者 出版社

288.3-ｱ 三好一族　戦国最初の「天下人」 天野  忠幸／著 中央公論新社

289.1-ﾐ 三流シェフ 三國  清三／著 幻冬舎

290.9-ｲ いつか旅してみたい世界の美しい古都
地球の歩き方編集室／
編集

地球の歩き方

290.9-ｾ 世界の魅力的な道178選
地球の歩き方編集室／
編集

地球の歩き方

291.0-ﾏ
全国温泉大全
湯めぐりをもっと楽しむ極意

松田  忠徳／著 東京書籍

請求記号 書　名 著　者 出版社

312.9-ﾁ
地政学で読みとく「これからの世界」
図解でよくわかる

村山  秀太郎／監修 世界文化社

320-ｽ
すぐに役立つ入門図解親子の法律問題<
離婚・親子関係・いじめ・事故・虐待>
解決の知識

森  公任／ほか監修 三修社

329.9-ｻ
ボーダー
移民と難民

佐々  涼子／著
集英社インター
ナショナル

※請求記号のアルファベット表記について
　B＝文庫、K＝郷土資料、L＝大活字本、R＝参考図書

２月の新着図書リスト
白 老 町 立 図 書 館

電話(0144)82-3000

歴史・伝記・地理

社会科学

哲学・宗教

総記



請求記号 書　名 著　者 出版社

336.9-ﾖ よくわかる消費税インボイス制度
菊谷  正人／監修
肥沼  晃／ほか著

中央経済社

337.2-ﾆ-22 日本貨幣カタログ　2022
日本貨幣商協同組合／
編集

日本貨幣商協同
組合

345.1-ｽﾞ-23
図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色
申告の本　'23年版

千代田タックスパート
ナーズ／監修

成美堂出版

345.3-ﾀ-23
年金生活者・定年退職者のためのいちば
ん親切な確定申告の本
令和5年3月15日締切分

高橋  創／著 ナツメ社

361.4-ｺ
プロカウンセラーがやさしく教える人間
関係に役立つ傾聴

古宮  昇／著 清流出版

365.3-ｸ
13歳から考える住まいの権利
多様な生き方を実現する「家」のはなし

葛西  リサ／著 かもがわ出版

367.9-ﾉ
性をはぐくむ親子の対話
この子がおとなになるまでに

野坂  祐子／ほか著 日本評論社

B-376.1-ｽ 子どものことを子どもにきく 杉山  亮／著 筑摩書房

376.1-ﾖ
4つのおさらのレシピBOOK
そろえるだけで栄養バランスOK!

「いただきますごちそ
うさま」編集部／編

メイト

383.8-ｾ 世界のお菓子図鑑
地球の歩き方編集室／
編集

地球の歩き方

請求記号 書　名 著　者 出版社

404-ﾐ 科学用語図鑑
水谷  淳／文
小幡  彩貴／絵

河出書房新社

413.5-ｻ 三角関数
ニュートンプレ
ス

440-ﾇ 宇宙の図鑑 沼澤  茂美／ほか著 誠文堂新光社

455-ﾜ
身のまわりのあんなことこんなことを地
質学的に考えてみた

渡邉  克晃／著 ベレ出版

489.5-ﾅ
神々の復讐　人喰いヒグマたちの北海道
開拓史

中山  茂大／著 講談社

491.3-ﾆ ノドトレ 西尾  正輝／著
メディカル・ケ
ア・サービス

492.7-ﾔ
自分で押せるツボ
心と体を元気にセルフケア!

柳本  真弓／著 ナツメ社

493.7-ﾉ
脳梗塞の再発を防ぐ
退院後の生活を支える本

岡田  靖／監修 NHK出版

自然科学

社会科学



請求記号 書　名 著　者 出版社

493.7-ﾒ
目で見てわかる認知症の予防
ライフスタイル改善でリスクを減らそう!

秋下  雅弘／監修 成美堂出版

498.3-ｻ
最近、飲みすぎてるなと思っている人の
ためのお酒の減らし方

成瀬  暢也／監修 ナツメ社

498.3-ｻ
酒飲み医師が教える体によいお酒の飲み
方

葉石  かおり／ほか監
修

扶桑社

498.3-ﾎ 科学の力で元気になる38のコツ 堀田  秀吾／著 アスコム

498.5-ｵ
管理栄養士さんが考えた妊娠・授乳中の
気になる症状改善レシピ200

岡本  正子／著 日東書院本社

498.5-ｻ 毎日使える薬膳&漢方の食材事典 阪口  珠未／著 ナツメ社

請求記号 書　名 著　者 出版社

527.1-ｺ
この間取りがすごい
平屋、郊外暮らし、テレワークにも対応!

田島  則行／ほか編著 エクスナレッジ

538.9-ｽ
宇宙飛行士
夢の仕事場　動画と図解でよくわかる

鈴木  喜生／著 朝日新聞出版

546.5-ｼ
新幹線全車種コンプリートビジュアルガ
イド

レイルウエイズグラ
フィック／著

グラフィック社

557.0-ｲ 船の仕事海の仕事 伊藤  玄二郎／編 全日本海員組合

566.6-ﾔ
はじめての溶接作業
スキルアップ編

安田  克彦／著 日刊工業新聞社

588.3-ﾏ
経営者交代
ロッテ創業者はなぜ失敗したのか

松崎  隆司／著 ダイヤモンド社

588.5-ｱ
北海道のワイナリー50
つくり手たちを訪ねて

阿部  さおり／ほか著 北海道新聞社

588.5-ｺ
食をめぐる「菌」の話
菌ひとすじ112年、もやし屋が語る

今野  宏／著 産学社

588.5-ﾆ
日本酒こだわり基礎講座
散歩の達人×唎酒師

交通新聞社

594.3-ｱ
余った毛糸で何つくる?
かぎ針編みのかわいいアイディアレシピ

ブティック社

594.3-ｶ かぎ針あみのショールとストール90 主婦の友社／編 主婦の友社

594.3-ｶ かぎ針と棒針で編む帽子 風工房／ほか著 日東書院本社

技術・工業・家庭

自然科学



請求記号 書　名 著　者 出版社

594.9-ｻ 語りかけるキルトの小もの 斉藤  謠子／著 日本ヴォーグ社

596-ﾀ
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-ﾑ
善玉菌とやせ菌を増やすちょっ早ゆる腸
活ごはん　5分10分15分で作れる

武蔵  裕子／著 主婦と生活社

596-ﾑ
村上祥子80歳私がいつも食べている季
節の保存食

村上  祥子／著 毎日が発見

596.0-ﾋ パセリカレーの立ち話 平松  洋子／著 プレジデント社

596.2-ｻ
ふーみんさんの台湾50年レシピ
おうちでつくろう!

斉  風瑞／著 小学館

596.6-ｼ 植物生まれの気楽なおやつ 白崎  裕子／著 扶桑社

596.6-ﾀ
米粉100レシピ　今だからこそ作りた
い!パンとお菓子のベストセレクション

高橋  ヒロ／著 主婦と生活社

596.7-ﾄ おいしい珈琲を自宅で淹れる本 富田  佐奈栄／著 主婦の友社

596.9-ｵ
おいしい器のある暮らし
ずっと使い続けたい、私のお気に入り

タサン志麻／ほか著 家の光協会

597.9-ｲ 「ついで掃除」できれいが続く 井上  めぐみ／著 婦人之友社

請求記号 書　名 著　者 出版社

629.7-ﾁ 小さな庭のスタイルブック
the Farm
UNIVERSAL CHIBA
／監修

家の光協会

645.6-ｲ
君のいた時間
大人の流儀Special

伊集院  静／著 講談社

645.6-ﾋ 犬おやつの教科書 俵森  朋子／著 誠文堂新光社

683.9-ﾔ 港で働く 鑓田  浩章／著 ぺりかん社

693.8-ｴ 最新世界切手地図　ワイド版 江波戸  昭／編著 切手の博物館

請求記号 書　名 著　者 出版社

702.0-ﾌ
現代アートはすごい
デュシャンから最果タヒまで

布施  英利／著 ポプラ社

芸術・体育

産業・交通・通信

技術・工業・家庭



請求記号 書　名 著　者 出版社

726.5-ﾌ 筆ペンでかわいいイラストが描ける本 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版

736-ｴ 消しゴムはんこのアイデアと技法 江口  春畝／著 日貿出版社

779.3-ﾌ
3ステップでできる!世界で一番やさしい
マジック

藤原  邦恭／著 いかだ社

783.4-ｻ サッカーW杯クロニクル サッカーマガジン／編
ベースボール・
マガジン社

784.3-ｻ
スキーレベルアップバイブル正しい技術
で完全走破!

佐々木  常念／監修
メイツユニバー
サルコンテンツ

788.2-ｱ 永遠の闘魂 瑞  佐富郎／著
スタンダーズ・
プレス

798-ｱ 脳活性あやとり 有木  昭久／著 ブティック社

請求記号 書　名 著　者 出版社

802.2-ﾂ
北のモノ・コト・ヒト
ことばと博物館の出会い

津曲  敏郎／著
北海道大学出版
会

814-ｺ
雨夜の星をさがして
美しい日本の四季とことばの辞典

古性  のち／著 玄光社

837.8-ﾊ
通じすぎて怖いカタカナ英会話
英語が驚くほど話せる!わかる!通じる!

長谷川  雄一朗／著
みらいパブリッ
シング

請求記号 書　名 著　者 出版社

B-908.3-ｾ
世界怪談名作集
北極星号の船長ほか九篇

岡本  綺堂／編訳 河出書房新社

請求記号 書　名 著　者 出版社

913.6-ｱ 名探偵の生まれる夜　大正謎百景 青柳  碧人／著 KADOKAWA

913.6-ｱ おもみいたします あさの  あつこ／著 徳間書店

B-913.6-ｲ シャイロックの子供たち 池井戸  潤／著 文藝春秋

913.6-ｲ 一睡の夢　家康と淀殿 伊東  潤／著 幻冬舎

日本文学（小説）

文学

言語

芸術・体育



請求記号 書　名 著　者 出版社

913.6-ｳ 継ぐ者 上田  秀人／著 KADOKAWA

913.6-ｳ 家康の海 植松  三十里／著 PHP研究所

B-913.6-ｳ 黒鳥の湖 宇佐美  まこと／著 祥伝社

913.6-ｳ 骨灰 冲方  丁／著 KADOKAWA

913.6-ｵ 地図と拳 小川  哲／著 集英社

B-913.6-ｵ 罪の轍 奥田  英朗／著 新潮社

913.6-ｵ 祝宴 温  又柔／著 新潮社

913.6-ｶ 江戸一新 門井  慶喜／著 中央公論新社

913.6-ｶ 見果てぬ王道 川越  宗一／著 文藝春秋

913.6-ｷ
書楼弔堂 待宵
書楼弔堂シリーズ　３

京極  夏彦／著 集英社

B-913.6-ｺ-4
獄門首に誓った女
九代目長兵衛口入稼業　４

小杉  健治／著 集英社

913.6-ｺ 名探偵のままでいて 小西  マサテル／著 宝島社

913.6-ｺ
秋麗
東京湾臨海署安積班

今野  敏／著 角川春樹事務所

B-913.6-ｺ 最後の封印 今野  敏／著 徳間書店

913.6-ｻ うさぎ玉ほろほろ 西條  奈加／著 講談社

913.6-ｻ
樹林の罠　道警・大通警察署
道警シリーズ　10

佐々木  譲／著 角川春樹事務所

B-913.6-ｼ サード・キッチン 白尾  悠／著 河出書房新社

B-913.6-ｼ 小説すずめの戸締まり 新海  誠／著 KADOKAWA

913.6-ｼﾞ 影と踊る日 神護  かずみ／著 講談社

913.6-ﾀ 踏切の幽霊 高野  和明／著 文藝春秋

日本文学（小説）



請求記号 書　名 著　者 出版社

B-913.6-ﾄﾞ 青の懺悔 堂場  瞬一／著 PHP研究所

913.6-ﾄﾞ 風の値段 堂場  瞬一／著 小学館

B-913.6-ﾄﾞ
夢の終幕
ボーダーズ 2

堂場  瞬一／著 集英社

913.6-ﾅ 祝祭のハングマン 中山  七里／著 文藝春秋

B-913.6-ﾅ 帝都地下迷宮 中山  七里／著 PHP研究所

913.6-ﾅ 特殊清掃人 中山  七里／著 朝日新聞出版

B-913.6-ﾅ-1 泣くな研修医 中山  祐次郎／著 幻冬舎

B-913.6-ﾅ-2
逃げるな新人外科医
泣くな研修医　２

中山  祐次郎／著 幻冬舎

B-913.6-ﾅ-3
走れ外科医
泣くな研修医　３

中山  祐次郎／著 幻冬舎

B-913.6-ﾅ-4
やめるな外科医
泣くな研修医　４

中山  祐次郎／著 幻冬舎

913.6-ﾅ 世はすべて美しい織物 成田  名璃子／著 新潮社

B-913.6-ﾇ ぬくもり　<動物>時代小説傑作選
宮部  みゆき／ほか著
細谷  正充／編

PHP研究所

913.6-ﾊ 老人ホテル 原田  ひ香／著 光文社

913.6-ﾎ 妖の絆 誉田  哲也／著 文藝春秋

913.6-ﾏ 最後のひと 松井  久子／著 中央公論新社

B-913.6-ﾐ 毒蜜 天敵 南  英男／著 実業之日本社

913.6-ﾑ ある愛の寓話 村山  由佳／著 文藝春秋

913.6-ﾔ 罪の境界 薬丸  岳／著 幻冬舎

913.6-ﾔ 山本周五郎心ばえの物語集 山本  周五郎／著 本の泉社

913.6-ﾖ 闘え!ミス・パーフェクト 横関  大／著 幻冬舎

日本文学（小説）



請求記号 書　名 著　者 出版社

B-913.6-ﾜ-44
小雪ずし
料理人季蔵捕物控　44

和田  はつ子／著 角川春樹事務所

請求記号 書　名 著　者 出版社

914.6-ｷ
お墓、どうしてます?
キミコの巣ごもりぐるぐる日記

北大路  公子／文
丹下  京子／え

集英社

914.6-ﾀ 暮らしっく 高橋  久美子／著 扶桑社

914.6-ﾀ 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-ﾐ-17
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

915.6-ｼ 失踪願望。　コロナふらふら格闘編 椎名  誠／著 集英社

請求記号 書　名 著　者 出版社

933.7-ﾍ 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

933.7-ﾓ 赤毛のアン
ルーシイ・モード・モ
ンゴメリ／著
曽野  綾子／訳

興陽館

B-949.5-ｴ 軋み
エヴァ・ビョルク・ア
イイスドッティル／著
吉田  薫／訳

小学館

953.7-ﾛ 青いパステル画の男
アントワーヌ・ローラ
ン／著
吉田  洋之／訳

新潮社

請求記号 書　名 著  者 出版社

L-913.6-ｱ
-1・２

眩　上・下 朝井  まかて／著 埼玉福祉会

L-913.6-ｻ
-1・２

四色の藍　上・下 西條  奈加／著 埼玉福祉会

L-913.6-ﾋ
-1・２

夢幻花　上・下 東野  圭吾／著 埼玉福祉会

外国文学

日本文学（エッセイ・記録）

大活字本

日本文学（小説）



請求記号 書　名 著　者 出版社

K-291.0-ｱ アイヌ語で考える縄文地名 網野  皓之／著 花伝社

請求記号 書　名 著　者 出版社

K-205-ﾚ-1
REKIHAKU　001　特集「されど歴
史」

人間文化研究機構国立
歴史民俗博物館／編

人間文化研究機
構国立歴史民俗
博物館

請求記号 書　名 著　者 出版社

726.1-ｹ-1～５ 税金で買った本　1～５
ずいの／原作
系山  冏／漫画

講談社

R-816.0-ﾖ 用字用語新表記辞典 天沼  寧／ほか編 第一法規

※貸出できませんので、館内でご利用ください。

※貸出できませんので、館内でご利用ください。

郷土資料（館内利用）

郷土資料

参考図書


