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ゆるっと新刊情報

タイトル 著者 出版社 請求記号

宗教ってなんだろう？ 島薗進 平凡社 160/シ

中学生にもわかる会社の
創り方・広げ方・売り方

宮嵜太郎
クロスメディア・
パブリッシング

335/ミヤ

支える、支えられる、支え合う
サヘル・ローズ/
編著

岩波書店 369/ロ

マイテーマの探し方 片岡則夫 筑摩書房 375/カ

成績が上がる学びの習慣 紀野紗良 KDOKAWA 375/キノ

医学部受験を考えたらまず
読む本 2022年度版

日本経済新聞
出版/編

日経BP日本経済
新聞出版本部

376.8/イガ
/22

社会福祉学部 元木裕 ぺりかん社 376.8/モト

未来の科学者たちへ 大隅良典 KADOKAWA 404/オオ

数学の研究をはじめよう 6 飯高茂 現代数学社
410.7/イイ
/6

「自己肯定感」を高めて自分を
大切にしよう

古荘純一 PHP研究所 493/フ

アニメ業界で働く 小杉眞紀 ぺりかん社 778.7/アニ

チアリーディング完全上達
BOOK

岩野華奈/監修
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

781.8/チア

勝つ!百人一首「競技かるた」
完全マスター

岸田諭/監修
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

798/カ

一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一 集英社 913.6/オツ

Kの昇天 梶井基次郎 立東舎 913.6/カジ
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12月・1月に新しく図書館に入った本だよ!!

たくさんあるので図書館に来て読んでみてね♪



タイトル 著者 出版社 請求記号

虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井とりお 河出書房新社 913/サ/3

博物館の少女 富安陽子 偕成社 913/ト

昔話法廷 Season5
NHK Eテレ「昔
話法廷」制作班
/編

金の星社 913/ム

ガラスの魚 山下明生 理論社 913/ヤ

ソフィーの秘密
ニキ・コーン
ウェル/作

文研出版 933/コ

アポロンと5つの神託 5
リック・リオーダ
ン

ほるぷ出版 933/リ/5

ギルドの受付嬢ですが、残業は
嫌なのでボスをソロ討伐しよう
と思います 3

香坂マト KADOKAWA
B913.6/コウ
/3

ドラキュラやきん! 4 和ケ原聡司 KADOKAWA
B913.6/ワガ
/4

神話でたどる日本の神々 平藤喜久子 筑摩書房 S172/ヒラ

親を頼らないで生きるヒント コイケジュンコ 岩波書店 S369.4/コイ

数理の窓から世界を読みとく 初田哲男/編著 岩波書店 S404/スウ

メイジアン・カンパニー 3 佐島勤 KADOKAWA
Y4 913.6/サ
ト/3

時々ボソッとロシア語でデレる
隣のアーリャさん 2

燦々SUN KADOKAWA
Y4 913.6/サ
ン/2

私立シードゥス学院 2 高里椎奈 KADOKAWA
Y4 913.6/タ
カ/2

ハケン飯友 3 椹野道流 集英社
Y4 913.6/フ
シ/3

小劇場版アニメ岬のマヨイガ 柏葉幸子/原作 講談社
Y4 913.6/ヨ
シ

本当の「心の強さ」ってなんだ
ろう？

齋藤孝 誠文堂新光社 159.7/サイ
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タイトル 著者 出版社 請求記号

生きのびるための「失敗」入門 雨宮処凛 河出書房新社 159/ア

なやんでなんぼの青春よ 森毅 筑摩書房 159/モ

ぼくらの時代の罪と罰 森達也
ミツイパブリッ
シング

326/モ

社会保険労務士になるには 池田直子 ぺりかん社 364.3/イケ

10代の妊娠 にじいろ 合同出版 367.9/ニジ

勉強ベタのための教科書 とっしー 飛鳥新社 379.7/トツ

10代から知っておきたい
統合失調症

水野雅文/シ
リーズ監修

保育社 493/ジ

10代から知っておきたい
摂食障害

西園マーハ文/
監修

保育社 493/ジ

10代から知っておきたい
不安症

新村秀人/監修 保育社 493/ジ

10代から知っておきたい
うつ病

仁王進太郎/監
修

保育社 493/ジ

吹奏楽部のトリセツ! 松本宏康/監修 学研プラス 764/ス

日本語教師になるには 益田美樹 ぺりかん社 810.7/マス

百合宮のお掃除係 5 黒辺あゆみ KADOKAWA
913.6/クロ
/5

この空のずっとずっと向こう 鳴海風/作 ポプラ社 913/ナ

火狩りの王 外伝 日向理恵子/作 ほるぷ出版 913/ヒ

大人になるまでに読みたい
15歳のエッセイ 1

和合亮一/編・
エッセイ

ゆまに書房 914/オ/1

第三軍団 張之路/作 樹立社 923/ジ

どうか俺を放っておいてくれ 2 相崎壁際
SBクリエイティ
ブ

B913.6/アイ
/2

-4-



タイトル 著者 出版社 請求記号

ノーゲーム・ノーライフ 11 榎宮祐 KADOKAWA
B913.6/カミ
11

声優ラジオのウラオモテ #06 二月公 KADOKAWA
B913.6/ニガ
/6

オオカミと羊皮紙 7 支倉凍砂 KADOKAWA
B913.6/ハセ
/7

ジュニアクラウン中学英和・和
英辞典

田島伸悟/編 三省堂 R833/ジ

自分を変えたい 宮武久佳 岩波書店 S159.7/ミヤ

はじめての考古学 松木武彦 筑摩書房 S210.0/マツ

ヨーロッパ史入門 池上俊一 岩波書店 S230/イケ

バッチリ身につく英語の学び方 倉林秀男 筑摩書房 S830/7/クラ

私たちは何悩んできたか 永野恒雄/編著 同時代社
Y1 371.4/ナ
ガ

解きたくなる数学 佐藤雅彦 岩波書店 Y3 410/トキ

創約とある魔術の禁書目録
（インデックス） 5

鎌池和馬 KADOKAWA
Y4 913.6/カ
マ/5

5分後に意外な結末ex 桃戸ハル/編著 学研プラス Y908/モ
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CD・DVD①

図書館には、本以外の資料も置いてあります

例えば、雑誌やCD・DVDなど!!

今回は、CDとDVDの紹介です♪

Q. CDやDVDはどこにあるの？

A. 中央図書館と緑が丘図書館に所蔵があります
八千代市の図書館では、上記2館で視聴覚資料(CD・DVD等)を所蔵しています。

配架図を見て、棚の場所を確認してください。

Q. CDやDVDはどうやって借りるの？

A. 館内に置いてあるケースを持って、カウンターにお越しください
中央図書館の場合・・・

館内に置いてあるケースには、ディスクが入っていません。

カウンターにて、図書館スタッフがディスクをご用意し、貸出します。

緑が丘図書館の場合・・・

CD：ケースにディスクが入った状態で置いてあります。

カウンターにて、図書館スタッフがケースのロックを外して貸出します。

DVD：館内に置いてあるケースには、ディスクが入っていません。

カウンターにて、図書館スタッフがディスクをご用意し、貸出します。

※2枚組のCD・DVD等は、館内にケースが置いてない場合もあります。

検索機で借りたいCD・DVDの所在確認票を印刷し、カウンターへお持ちください。

中央図書館や緑が丘図書館が遠い!!という方は・・・
自分の借りたいCD・DVDをご予約ください。

予約をすると、中央図書館・緑が丘図書館以外の図書館でも受け取ることができます!!



CD・DVD②
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Q. どんなCD・DVDがあるの？

A. 分類ごとに並んでいるので、自分の好きなものを選びましょう
CDは、クラシック・ジャズ・洋楽・邦楽など、様々なジャンルに分かれています。

下の写真のように、棚の1番上にジャンルが書かれているので、選ぶときの参考にしてください♪

DVDも、邦画・洋画・アニメーションなどのジャンルごとに並んでいます。

Q. CDやDVDは何点借りられるの？
A. CD・DVDともに2点ずつ借りることができます

（貸出の例）

〇 CD・・・2点、DVD・・・2点（合計4点）

× CD・・・1点、DVD・・・3点（合計4点）

また、CD・DVDを2点ずつ借りたときは、本の貸出冊数は、最大11冊となります。

（1枚の利用券での最大貸出点数は、図書・雑誌・CD・DVDすべて含んで15点です）



ティーンズ展示『カラフル』展示中!!

日本独自の色、肌の色、空の色、色の作り方など・・・

色に関する本、さまざまな色の本を展示しています

#ティーンズ展示 ＃カラフル #Colorful #色で選ぶ読書 ＃2月-3月
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図書館タイムライン

TRC八千代市中央立図書館

TRC八千代中央図書館 緑が丘図書館 勝田台図書館

八千代市立図書館

Twitterやってます‼

#TRC八千代中央図書館 #緑が丘図書館 ＃勝田台図書館
＃図書館イベント ＃特集展示 ＃いろいろなご案内
#図書館に興味あり ＃気軽にフォローしてね

問合せ：TRC八千代中央図書館
ティーンズ担当 [TEL]047-486-2306


