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タイトル 著者など 出版社 請求記号

ふだん使いのGRAPHIC RECORDING 吉田 瑞紀∥著 CCCメディアハウス 002/ﾖ/

iCloud基本&便利技 リンクアップ∥著 技術評論社 007.65/ｱ/
ビジネスで役立つIT用語がこれ1冊でしっかり
わかる本 小宮 紳一∥著 技術評論社 007/ｺ/

あの人が好きって言うから…有名人の愛読書
50冊読んでみた ブルボン小林∥著 中央公論新社 019/ﾌﾞ/

一寸先は光です はせくら みゆき∥著 青林堂 147/ﾊ/

インド神話物語百科 マーティン　J.ドハティ∥著 原書房 164/ﾄﾞ/

新日本古代史 田中 英道∥著 育鵬社 210.2/ﾀ/

土偶を読む 竹倉 史人∥著 晶文社 210.2/ﾀ/

バイデンの光と影 エヴァン　オスノス∥著 扶桑社 289.3/ｵ/

食卓を変えた植物学者 ダニエル　ストーン∥著 築地書館 289.3/ｽ/

るるぶ埼玉 JTBパブリッシング 291/ﾙ/22

主権者のいない国 白井 聡∥著 講談社 312/ｼ/

捏造メディアが報じない真実 大高 未貴∥著 ワック 319/ｵ/

赤い日本 櫻井 よしこ∥著 産経新聞出版 319/ｻ/

財務諸表の裏の読み方 飯田 信夫∥著 中央経済社 336.8/ｲ/

図解わかる税金 芥川 靖彦∥著 新星出版社 345/ｱ/21

男性育休の教科書 日経xwoman∥編 日経BP 366/ﾀﾞ/

老いの福袋 樋口 恵子∥著 中央公論新社 367.7/ﾋ/

近親殺人 石井 光太∥著 新潮社 368/ｲ/

飼育員さんのすごいこたえ 淡路ファームパークイングランドの丘∥著 ワニブックス 480/ｼ/

コレステロールを下げる献立 オレンジページ 493.2/ｺ/

100歳まで脳を育てる生活習慣 遠藤 英俊∥[ほか]監修 宝島社 498.39/ﾋ/

分水嶺 ～ドキュメントコロナ対策専門会議～ 河合 香織∥著 岩波書店 498.6/ｶ/

繊細な人の心が折れない働き方 井上 智介∥著 ナツメ社 498.8/ｲ/

おとな世代の暮らし替え 岸本 葉子∥著 海竜社 527/ｷ/

男子ファッション最強図鑑 山本 あきこ∥著 かんき出版 589/ﾔ/

ひとり暮らし月15万円以下で毎日楽しく暮らす すばる舎編集部∥著 すばる舎 590/ﾋ/

今日がちょっと特別な日になるヘアアレンジのルール 渡邊 義明∥著 ナツメ社 595/ﾜ/

子育てで眠れないあなたに 森田 麻里子∥著 KADOKAWA 599/ﾓ/

はじめての果樹の育て方 高橋 栄治∥監修 主婦の友社 625/ﾊ/

アラフォーウーバーイーツ配達員ヘロヘロ日記 渡辺 雅史∥著 ワニブックス 685/ﾜ/

切手でたどる郵便創業150年の歴史 内藤 陽介∥著 日本郵趣出版 693/ﾅ/1

　〈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〉

　〈自然科学・動植物・医学〉



タイトル 著者など 出版社 請求記号

一度きりの大泉の話 萩尾 望都∥著 河出書房新社 726/ﾊ/

岸惠子自伝 岸 惠子∥著 岩波書店 778/ｷ/

ディズニー・コスチューム大全 ジェフ　カーティ∥著 うさぎ出版 778/ﾃﾞ/

新たなるインド映画の世界 夏目 深雪∥編著 PICK UP PRESS 778/ﾅ/

オリンピック反対する側の論理 ジュールズ　ボイコフ∥著 作品社 780/ﾎﾞ/
モバイルゲーム開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書 永田 峰弘∥著 技術評論社 798/ﾓ/

産業翻訳パーフェクトガイド イカロス出版 801/ｻ/21

烏百花 阿部 智里∥著 文藝春秋 913.6/ｱ/

神の悪手 芦沢 央∥著 新潮社 913.6/ｱ/

スモールワールズ 一穂 ミチ∥著 講談社 913.6/ｲ/

推し、燃ゆ 宇佐見 りん∥著 河出書房新社 913.6/ｳ/

薔薇のなかの蛇 恩田 陸∥著 講談社 913.6/ｵ/

終活の準備はお済みですか? 桂 望実∥著 KADOKAWA 913.6/ｶ/

インドラネット 桐野 夏生∥著 KADOKAWA 913.6/ｷ/

己丑の大火 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 913.6/ｻ/

梅花下駄 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 913.6/ｻ/

琥珀の夏 辻村 深月∥著 文藝春秋 913.6/ﾂ/

赤の呪縛 堂場 瞬一∥著 文藝春秋 913.6/ﾄﾞ/

リボルバー 原田 マハ∥著 幻冬舎 913.6/ﾊ/

雷神 道尾 秀介∥著 新潮社 913.6/ﾐ/

月下のサクラ 柚月 裕子∥著 徳間書店 913.6/ﾕ/

黒牢城 米澤 穂信∥著 KADOKAWA 913.6/ﾖ/

硝子戸のうちそと 半藤 末利子∥著 講談社 914/ﾊ/

三体 劉 慈欣∥著 早川書房 923/ﾘ/3-1

僕が死んだあの森 ピエール　ルメートル∥著 文藝春秋 953/ﾙ/

フロイト、夢について語る フロイト∥著 光文社 B146/ﾌ/

文豪の凄い語彙力 山口 謠司∥著 新潮社 B814/ﾔ/

鎌倉うずまき案内所 青山 美智子∥著 宝島社 B913.6/ｱ/

祇園会 佐伯 泰英∥著 光文社 B913.6/ｻ/

ピットフォール 堂場 瞬一∥[著] 講談社 B913.6/ﾄﾞ/

影ぞ恋しき 葉室 麟∥著 文藝春秋 B913.6/ﾊ/1

おとなの教養 池上 彰∥著 NHK出版 S002/ｲ/3

生贄探し 中野 信子∥[著] 講談社 S141/ﾅ/

好循環のまちづくり! 枝廣 淳子∥著 岩波書店 S318/ｴ/

生物はなぜ死ぬのか 小林 武彦∥著 講談社 S460/ｺ/

スマホ脳 アンデシュ　ハンセン∥著 新潮社 S491.371/ﾊ/

孤独こそ最高の老後 松原 惇子∥著 SBクリエイティブ L367.7/ﾏ/

1週間で身につく、14歳からの投資 高橋 美春∥著 ぱる出版 Y338/ﾀ/

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上 祐紀∥著 KADOKAWA Y498.39/ｲ/

「自分らしさ」と日本語 中村 桃子∥著 筑摩書房 Y810/ﾅ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


