
2022年度新着本2月➀

タイトル 人名 出版社

1 アイデアとかデザインとか 青木　亮作／著 〔東京〕：翔泳社

2 あおいちきゅうのいちにちうみ エラ・ベイリー／さく 東京：評論社

3 あおいちきゅうのいちにちサバンナ エラ・ベイリー／さく 東京：評論社

4 あおいちきゅうのいちにちジャングル エラ・ベイリー／さく 東京：評論社

5 あくたれラルフのクリスマス ジャック・ガントス／さく 長崎：童話館出版

6 ＵＮＴＩＴＬＥＤ　ＲＥＣＯＲＤＳ 北島　敬三／〔撮影〕 横浜：ＢａｎｋＡＲＴ１９２９

7 安藤忠雄の建築　５ 安藤　忠雄／著 東京：ＴＯＴＯ出版

8 異彩を、放て。 松田　文登／著 東京：新潮社

9 いろってなあに？ アリス・プロベンセン／さく・え 東京：ＫＴＣ中央出版

10 ウマと話すための７つのひみつ 河田　桟／文と絵 東京：偕成社

11 英国教会の解剖図鑑 マシュー・ライス／著 東京：エクスナレッジ

12 映像クリエイターのための完全独学マニュアル リュドック／著 東京：フィルムアート社

13 ベランダのあの子 四月猫あらし／作 東京：小峰書店

14 荻野吟子とジェンダー平等 堺　正一／著 町田：玉川大学出版部

15 おばけのアッチ　チとキがいない！ 角野　栄子／さく 東京：ポプラ社

16 温泉百名山 飯出　敏夫／著 東京：集英社インターナショナル

17 悲しみの星 吉村　宗浩／〔画〕 東京：８８８ブックス

18 歌舞伎を読む　念の巻 大矢　芳弘／編著 東京：森話社

19 「紙の温度」が出会った世界の紙と日本の和紙 紙の温度株式会社／著 東京：グラフィック社

20 からあげビーチ キリーロバ・ナージャ／さく 東京：文響社

21 きょうりゅうバスでがっこうへ リウ　スーユエン／文 〔東京〕：世界文化ブックス

22 キラリさんの病気やケガのときはどうするの？ 読書工房／編著 東京：国土社

23 ぐいーん！こうしょさぎょうしゃ 竹下　文子／作 東京：偕成社

24 桑原浜子の世界 桑原　浜子／著 東京：同時代社

25 現代アートはすごい 布施　英利／著 東京：ポプラ社

26 交通安全大王 よしなが　こうたく／さく 東京：好学社

27 古代エジプト永遠の美術 松本　弥／文・写真 敦賀：弥呂久

28 ごちゃまぜカメレオン エリック・カール／さく 東京：偕成社

29 木島櫻谷 木島　櫻谷／〔画〕 東京：東京美術

30 コールテンくんのポケット ドン・フリーマン／作 東京：好学社

31 ＣＯＮＴＡＣＴ　ＡＲＴ 原田　マハ／著 東京：幻冬舎

32 佐藤幸子ドールハウスの世界 佐藤　幸子／著 京都：亥辰舎

33 シベリア収容所１９９２ 野町　和嘉／著 東京：クレヴィス

34 じぶんでよめるのりものずかん 成美堂出版編集部／編著 東京：成美堂出版

35 １０代のうちに知っておきたい政治のこと 越智　敏夫／監修 東京：あかね書房

36 障害とバリアフリーいっしょに生きる子どもブックガイド 障害と本の研究会／編著 京都：かもがわ出版

37 白雪姫 たかの　もも／文・絵 東京：フレーベル館

38 すいどう 百木　一朗／さく 東京：福音館書店

39 すきなものがちがうけど リンダ・アシュマン／文 東京：ほるぷ出版

40 スタシスさんのスポーツ仮面 スタシス・エイドリゲーヴィチュス／絵 東京：岩崎書店

41 世界のサインデザインとうつくしい街並み 八島　紀明／著 東京：三才ブックス

42 世界のロゴタイプ・デザイン ヴィクショナリー／編 東京：グラフィック社

43 世界はこんなに美しい エイミー・ノヴェスキー／文 東京：工学図書

44 総特集青池保子 青池　保子／著 東京：河出書房新社

45 ＤＡＲＫ　ＢＬＵＥ 葉　祥明／著 日高：日本標準

46 旅するインテリア 口尾　麻美／著 東京：ケンエレブックス

47 たびする木馬 牡丹　靖佳／作 東京：アリス館

48 ２ＣＯＬＯＲＳイラストＢＯＯＫ ニシイズミ　ユカ／著 東京：インプレス

49 つくると食べるをつなぐサイエンス 三本木　至宏／監修 東京：恒星社厚生閣

50 作ろう！フライドチキンの骨格標本 志賀　健司／著 東京：緑書房

51 デザイン・アートの基礎課程 ルーシー・アレクサンダー／著 東京：ビー・エヌ・エヌ

52 鉄道高架橋デザイン 土木学会景観・デザイン委員会鉄道橋小委員会／著 東京：建設図書

53 てんじもよー いど　ともこ／作・絵 東京：ポエムピース

54 ドイツの家と町並み図鑑 久保田　由希／著 東京：エクスナレッジ

55 動物をリアルに描く ミシェル・ローリセラ／著 東京：グラフィック社

56 図書館司書３２人が選んだ犬の本棚 高野　一枝／編著 東京：郵研社

57 にげろ！がいこつ ジャン＝リュック・フロマンタル／文 京都：化学同人

58 日本全国タイル遊覧 吉田　真紀／著 福岡：書肆侃侃房

59 日本文学大全集 指田　菜穂子／著 横浜：アートダイバー

60 ねずみくんだーれだ？ なかえ　よしを／作 東京：ポプラ社

61 ネパールからのたより Ｄ．Ｊ．ヒンマン／著 東京：冬青社

62 ノラネコぐんだんうみのたび 工藤　ノリコ／著 東京：白泉社

63 のりもののーせてのせて 三浦　太郎／作 東京：講談社

64 東日本大震災とグッドデザイン賞２０１１－２０２１ 日本デザイン振興会／企画・制作 東京：フリックスタジオ

65 美術家たちの学生時代 㓛刀　知子／著 東京：芸術新聞社

66 ＨＥＲＯ 大島　康嗣／〔撮影〕 東京：講談社

67 筆一本からはじめるアニメ塗りフィギュアの教科書 ＭＡマン／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ

68 古家リノベーション 平山　友子／著 東京：春陽堂書店

69 ホカリさんとふゆのおくりもの はせがわ　さとみ／作 東京：文溪堂

70 ぼくは話があるんだ、きみたち、子どもたちだけが信じる話が アフマド＝レザー・アフマディー／文 茅ケ崎：カノア



71 星空の約束 三輪　裕子／作 東京：あかね書房

72 ほしとそらのしたで 矢崎　節夫／作 東京：フレーベル館

73 ポレポレゆきのなか たしろ　ちさと／ぶん・え 東京：大日本図書

74 魅惑の井村屋あずき茶房 井村屋株式会社／監修 東京：主婦の友社

75 名画から学ぶ写真の見方・撮り方 東京カメラ部／著 〔東京〕：翔泳社

76 目に見えぬ詩集 谷川　俊太郎／詩 東京：Ｂｏｏｋ＆Ｄｅｓｉｇｎ

77 もったいないことしてないかい？ 真珠　まりこ／作・絵 東京：講談社

78 もったいないばあさんのいただきます 真珠　まりこ／作・絵 東京：講談社

79 もっと知りたい司馬江漢と亜欧堂田善 金子　信久／著 東京：東京美術

80 やさしいクレパス画 米津　祐介／著 東京：誠文堂新光社

81 やまだめいたちのえにっき 山田　美津子／さく 東京：理論社

82 ユニークな「日本文化」論 大森　和夫／編著 立川：国際交流研究所

83 ゆめがひろがるおんなのこのでんきえほん 堀米　薫／著 東京：西東社

84 よるにおばけと みなはむ／作 東京：ミシマ社

85 ロザリーのひみつ指令 ティモテ・ド・フォンベル／作 東京：あかね書房


