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タイトル 著者など 出版社 請求記号

文系研究者になる 石黒 圭∥著 研究社 002/ｲ/

ここに物語が 梨木 香歩∥[著] 新潮社 019/ﾅ/

米澤屋書店 米澤 穂信∥著 文藝春秋 019/ﾖ/

運を引き寄せるわかりやすい九星気
学と吉方位

松本 象湧∥編著 神宮館 148/ｳ/

稲盛和夫一日一言 稲盛 和夫∥著 致知出版社 159/ｲ/
ヤマザキマリの人生談義 ヤマザキ マリ∥著 毎日新聞出版 159/ﾔ/

鎌倉殿と執権北条氏の歴史 福田 智弘∥監修 メディアソフト 210.4/ｶ/

マリメッコの救世主 ウッラーマイヤ　パーヴィライネン∥著 祥伝社 289.3/ﾊﾟ/

世界の祝祭 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 290/ｾ/

世界はもっと!ほしいモノにあふれてる
NHK「世界はほしいモノにあふ
れてる」制作班∥監修　協力 KADOKAWA 290/ｾ/3

ゆるっとわたしの癒し旅 宝島社 291/ﾕ/

破壊者たちへ 青木 理∥著 毎日新聞出版 304/ｱ/

グッド・アンセスター ローマン　クルツナリック∥著 あすなろ書房 304/ｸ/

自治会、町内会等法人化の手引 地縁団体研究会∥編集 ぎょうせい 318/ｼﾞ/

東大生が学んでいる一生役立つ株の教科書 伊藤 潤一∥著 SBクリエイティブ 338/ｲ/

給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋 創∥監修 日東書院本社 366/ｷ/

デジタル時代の子育て ディアグノーゼ　メディア∥編集責任 イザラ書房 379/ﾃﾞ/

基本のラッピング つつみ屋工房∥監修 成美堂出版 385/ｷ/

ドラゴンは爬虫類 川崎 悟司∥著 大和書房 388/ｶ/

学びなおし中学・高校の数学 ニュートンプレス 410/ﾏ/

完全図解坐骨神経痛 井須 豊彦∥監修 エクスナレッジ 494.66/ｶ/

庭仕事の真髄 スー　スチュアート　スミス∥著 築地書館 494.78/ｽ/

60代からの鎌田式ズボラ筋トレ 鎌田 實∥著 エクスナレッジ 498.3/ｶ/

ロングブレスの魔法 美木 良介∥著 幻冬舎 498.34/ﾐ/

くすりの科学知識 ニュートンプレス 499/ｸ/

船体解剖図 プニップクルーズ 中村辰美∥イラスト　文 イカロス出版 552/ﾅ/

日本宇宙開発夜話 稲田 伊彦∥著 東京図書出版 538/ﾆ/

女性のためのお金の不安、仕事の
もやもや相談BOOK

大竹 のり子∥監修 朝日新聞出版 591/ｼﾞ/

絵本のようなお菓子 milky pop.∥著 白泉社 596.65/ﾐ/

汚部屋がピカピカになると世界が
変わる!業者の㊙家そうじ

入江 慎也∥著 主婦の友社 597/ｲ/

タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 市川 啓一郎∥著 農山漁村文化協会 626/ｲ/

これからの集客はYouTubeが9割 大原 昌人∥著 青春出版社 675/ｵ/

筑紫哲也『NEWS23』とその時代 金平 茂紀∥著 講談社 699/ｶ/

　〈自然科学・動植物・医学〉

　〈工業・家庭・産業〉

新たに入った資料の一部です。貸出中の時は予約をかけてお待ちください。

なお、OPAC(資料検索機)・図書館ホームページでも検索・予約ができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(予約の際はパスワードが必要です)

　〈総記・哲学・宗教〉

　〈歴史・地理・旅行〉

　〈社会・教育・民俗学〉



タイトル 著者など 出版社 請求記号

7秒間のハグ 山村 美智∥著 幻冬舎 778/ﾔ/

47都道府県・伝統工芸百科 関根 由子∥著 丸善出版 750/ﾖ/

槇原敬之歌の履歴書 小貫 信昭∥著 ぴあ 767/ｵ/

スポーツファイナンス入門 西崎 信男∥著 税務経理協会 780/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/ﾁ/

朝日新聞記者の200字文章術 真田 正明∥著 さくら舎 816/ｻ/

翻訳エクササイズ 金原 瑞人∥著 研究社 837/ｶ/

吾妻おもかげ 梶 よう子∥著 KADOKAWA 913.6/ｶ/

同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬∥著 早川書房 913.6/ｱ/

新しい星 彩瀬 まる∥著 文藝春秋 913.6/ｱ/

ひとり旅日和 秋川 滝美∥著 KADOKAWA 913.6/ｱ/1

ミチクサ先生 伊集院 静∥著 講談社 913.6/ｲ/1

神曲 川村 元気∥著 新潮社 913.6/ｶ/

熔果 黒川 博行∥著 新潮社 913.6/ｸ/

R.I.P. 久坂部 羊∥著 講談社 913.6/ｸ/

おはようおかえり 近藤 史恵∥著 PHP研究所 913.6/ｺ/

特急リバティ会津111号のアリバイ 西村 京太郎∥著 双葉社 913.6/ﾆ/

黄金旅程 馳 星周∥著 集英社 913.6/ﾊ/

李王家の縁談 林 真理子∥著 文藝春秋 913.6/ﾊ/

山亭ミアキス 古内 一絵∥著 KADOKAWA 913.6/ﾌ/

黙約のメス 本城 雅人∥著 新潮社 913.6/ﾎ/

月夜の森の梟 小池 真理子∥著 朝日新聞出版 914/ｺ/

救命センター カンファレンス・ノート 浜辺 祐一∥著 集英社 916/ﾊ/

トーベ・ヤンソン 人生、芸術、言葉 ボエル　ヴェスティン∥著 フィルムアート社 949/ｳ/

打ちのめされた心は フランソワーズ　サガン∥著 河出書房新社 953/ｻ/

雪見酒 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 B913.6/ｻ/

つげ義春日記 つげ 義春∥[著] 講談社 B915/ﾂ/

グリーン・グリーン あさの あつこ∥著 徳間書店 B913.6/ｱ/2

弁当屋さんのおもてなし 喜多 みどり∥[著] KADOKAWA B913.6/ｷ/9

短篇ベストコレクション 日本文藝家協会∥編 小学館 B913.6/ﾀ/21

テヘランでロリータを読む アーザル　ナフィーシー∥著 河出書房新社 B936/ﾅ/

大宇宙の魔女 C.L.ムーア∥著 東京創元社 B933/ﾑ/

安倍晋三と菅直人 尾中 香尚里∥著 集英社 S312/ｵ/

空気を読む人読まない人 老松 克博∥著 講談社 S146/ｵ/

文系もハマる数学 横山 明日希∥著 青春出版社 S410/ﾖ/

山中教授、同級生の小児脳科学者
と子育てを語る

山中 伸弥∥[著] 講談社 S379/ﾔ/

ハリー・ポッター魔法の一年間 J.K.ローリング∥作 静山社 Y930/ﾛ/
中学生にもわかる会社の創り方・拡げ
方・売り方

宮嵜 太郎∥[著] クロスメディア・パブリッシング Y335/ﾐ/

AIの時代を生きる 美馬 のゆり∥著 岩波書店 Y007.3/ﾐ/

はじめての考古学 松木 武彦∥著 筑摩書房 Y210.0/ﾏ/

龍神の子どもたち 乾 ルカ∥[著] 大活字文化普及協会 L913.6/ｲ/1

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


