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タイトル 著者など 出版社 請求記号

YouTube基本+活用ワザ 田口 和裕∥著 インプレス 007.35/ﾕ/
教育現場と研究者のための著作権ガイド 上野 達弘∥編 有斐閣 021/ｷ/

学芸員がミュージアムを変える! 今村 信隆∥編 水曜社 069/ｶﾞ/

占術談義 田中 要一郎∥著 太玄社 148/ﾀ/
「自己肯定感」の持ち方であなたのまわりが変
わりだす 恒吉 彩矢子∥著 青春出版社 159/ﾂ/

世界一しあわせなフィンランド人は、幸福を追
い求めない

フランク　マルテラ∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン 159/ﾏ/

武蔵国多摩郡と由木の里の昔語り 石井 義長∥著 揺籃社 213/ｲ/

渋沢栄一 武田 晴人∥著 ミネルヴァ書房 289.1/ﾀ/

ヤマザキマリの世界逍遙録 ヤマザキ マリ∥著 JALブランドコミュニケーション 290/ﾔ/
関東周辺週末の山登りベストコース160 石丸 哲也∥著 山と溪谷社 291/ｲ/
首都圏から行くオートキャンプ場ガイド 実業之日本社 291/ｼ/21

新・階級闘争論 門田 隆将∥著 ワック 304/ｶ/

まるわかり!行政のデジタル化 日本経済新聞出版∥編 日経BP日本経済新聞出版
本部 317/ﾏ/

職場の「感情」論 相原 孝夫∥著 日経BP日本経済新聞出版
本部 336.4/ｱ/

実力も運のうち マイケル　サンデル∥著 早川書房 361/ｻ/
世界一わかりやすい介護保険のきほんとしくみ イノウ∥編著 ソシム 364/ｾ/21

日本人が知らない世界標準の働き方 谷本 真由美∥著 PHPエディターズ・グループ 366/ﾀ/

非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山 剛∥著 三五館シンシャ 369.1/ﾏ/

地域と協働する学校 時岡 晴美∥編著 福村出版 371/ﾁ/
すぐにわかる葬儀前の手続き、後の手続き 二村 祐輔∥監修 大泉書店 385/ｽ/

旅するカラス屋 松原 始∥[著] 角川春樹事務所 488/ﾏ/

そもそも血糖値ってなんですか? 福田 千晶∥著 主婦の友社 493.123/ﾌ/

「現代優生学」の脅威 池田 清彦∥著 集英社インターナショナル 498.2/ｲ/

オトナ女子のおうちセルフケア 山口 創∥著 秀和システム 498.3/ﾔ/
働く人の疲れをリセットする快眠アイデア大全 菅原 洋平∥著 翔泳社 498.36/ｽ/

「在宅死」という選択 中村 明澄∥著 大和書房 498/ﾅ/

緑と暮らす。 エクスナレッジ 527/ﾐ/

六ケ所村核燃料サイクルの今 小山内 孝∥著 本の泉社 539/ｵ/

LDKおそうじ大百科 晋遊舎 597/ｴ/
「農地転用の手続」何をするかがわかる本 若子 昭一∥著 セルバ出版 611/ﾜ/

相続したボロ物件どうする? 渡邊 浩滋∥著 税務経理協会 673/ﾜ/
インターネット削除請求・発信者情報開示請求
の実務と書式 神田 知宏∥著 日本加除出版 694/ｶ/

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〉

　〈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。



タイトル 著者など 出版社 請求記号

描きたい!!を信じる 週刊少年ジャンプ編集部∥作 集英社 726/ｶ/
ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー　マッケジー∥著 飛鳥新社 726/ﾏ/
これでおしまい 篠田 桃紅∥著 講談社 728/ｼ/
あの夏の正解 早見 和真∥著 新潮社 783.7/ﾊ/
28言語で読む「星の王子さま」 風間 伸次郎∥編著 東京外国語大学出版会 801/ﾆ/
音読教室 堀井 美香∥著 カンゼン 809/ﾎ/
印象が飛躍的にアップする大人の『言い方』練
習帳 吉田 裕子∥著 総合法令出版 810/ﾖ/

花下に舞う あさの あつこ∥著 光文社 913.6/ｱ/
わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子∥[著] 新潮社 913.6/ｱ/3
息子のボーイフレンド 秋吉 理香子∥著 U-NEXT 913.6/ｱ/72
悪魔には悪魔を 大沢 在昌∥著 毎日新聞出版 913.6/ｵ/
MR 久坂部 羊∥著 幻冬舎 913.6/ｸ/
己丑の大火 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 913.6/ｻ/
グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 小路 幸也∥著 集英社 913.6/ｼ/
田舎のポルシェ 篠田 節子∥著 文藝春秋 913.6/ｼ/
破天荒 高杉 良∥著 新潮社 913.6/ﾀ/
つまらない住宅地のすべての家 津村 記久子∥著 双葉社 913.6/ﾂ/
沈黙の終わり 堂場 瞬一∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ﾄﾞ/2
臨床の砦 夏川 草介∥著 小学館 913.6/ﾅ/
小説8050 林 真理子∥著 新潮社 913.6/ﾊ/
エレジーは流れない 三浦 しをん∥著 双葉社 913.6/ﾐ/
魂手形 宮部 みゆき∥著 KADOKAWA 913.6/ﾐ/
大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした クルベウ∥著 ダイヤモンド社 929/ｸ/
父を撃った12の銃弾 ハンナ　ティンティ∥著 文藝春秋 933/ﾃ/

そして、すべては迷宮へ 中野 京子∥著 文藝春秋 B723/ﾅ/
現代麻雀押し引きの教科書 福地 誠∥著 鉄人社 B797/ﾌ/
これは経費で落ちません! 青木 祐子∥著 集英社 B913.6/ｱ/8
暗黒自治区 亀野 仁∥著 宝島社 B913.6/ｶ/
上流階級 高殿 円∥著 小学館 B913.6/ﾀ/3
甘美なる誘拐 平居 紀一∥著 宝島社 B913.6/ﾋ/

マスクをするサル 正高 信男∥著 新潮社 S141/ﾏ/

安いニッポン 中藤 玲∥著 日経BP日本経済新聞出版
本部 S332/ﾅ/

どうしても頑張れない人たち 宮口 幸治∥著 新潮社 S368/ﾐ/
地獄の田舎暮らし 柴田 剛∥著 ポプラ社 S611/ｼ/
極(エッセンシャル)アウトプット 樺沢 紫苑∥著 小学館 Y002/ｶ/
相手の身になる練習 鎌田 實∥著 小学館 Y159/ｶ/
みんなに好かれなくていい 和田 秀樹∥著 小学館 Y361/ﾜ/
コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 上坂 博亨∥著 岩波書店 Y809/ｺ/

　〈新書等〉

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉


