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タイトル 著者など 出版社 請求記号

100万回死んだねこ 福井県立図書館∥編著 講談社 015/ﾋ/

子ども司書のすすめ アンドリュー　デュアー∥著 日本図書館協会 015/ﾃﾞ/

絶滅危惧動作図鑑 藪本 晶子∥著 祥伝社 049/ﾔ/
デジタル遺品の探しかた・しまいか
た、残しかた+隠しかた

伊勢田 篤史∥著 日本加除出版 007.60/ｲ/

「運と不運」には理由があります 伊藤 由美∥著 ワニ・プラス 159/ｲ/

「本当の自分」がわかる心理学 シュテファニー　シュタール∥著 大和書房 146/ｼ/

お寺の掲示板 諸法無我 江田 智昭∥著 新潮社 180/ｴ/

室町は今日もハードボイルド 清水 克行∥著 新潮社 210.4/ｼ/

秩父・奥多摩 昭文社 291/ﾁ/21

女性皇族の結婚とは何か 工藤 美代子∥著 毎日新聞出版 288/ｸ/

名字の歴史 森岡 浩∥監修 宝島社 288/ﾐ/

道の駅で楽しむグルメ温泉エンタメガイド 八重洲出版 291/ﾐ/

池上彰の世界の見方 中国 池上 彰∥著 小学館 302.2/ｲ/

マンガと図解でよくわかるつみたて
NISA & iDeCo & ふるさと納税 酒井 富士子∥著 インプレス 338/ｻ/

私たちはなぜこんなに貧しくなったのか 荻原 博子∥著 文藝春秋 332/ｵ/

悔いなし介護 新田 恵利∥著 主婦の友社 369.2/ﾆ/

ヤングでは終わらないヤングケアラー 仲田 海人∥編著 クリエイツかもがわ 369/ﾔ/

大学の学部・学科が一番よくわかる本 四谷学院進学指導部∥編著 アーク出版 376/ﾀﾞ/sikaku

オトナ留学のススメ 大川 彰一∥著 辰巳出版 377/ｵ/

陸上自衛隊「職種」で見る任務と能力 ホビージャパン 396/ﾘ/

解きたくなる数学 佐藤 雅彦∥著 岩波書店 410/ﾄ/

新型コロナワクチンよりも大切なこと 本間 真二郎∥著 講談社ビーシー 493.87/ﾎ/

1日1分!ひざトレ 酒井 慎太郎∥著 内外出版社 494.77/ｻ/

コロナのウソとワクチンの真実 近藤 誠∥著 ビジネス社 498.6/ｺ/

男のヘルスマネジメント大全 石川 雅俊∥[著] クロスメディア・パブリッシング 498.3/ｲ/

世界の美しい動物園と水族館 パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル 480/ｾ/

スカーフ、ストール、マフラーの巻き方 鈴木 香穂里∥監修 秀和システム 593/ｽ/

ヘアゴム1本でなんとかする 保科 真紀∥著 KADOKAWA 595/ﾎ/

Disneyおうちでごはん 講談社∥編 講談社 596/ﾃﾞ/

お金・仕事・家事の不安がなくなる
共働き夫婦最強の教科書

内藤 眞弓∥著 東洋経済新報社 591/ﾅ/

その農地、私が買います 高橋 久美子∥著 ミシマ社 610/ﾀ/

本当に小さな庭づくり 高山 徹也∥著 日本文芸社 629/ﾀ/

東京鉄道バトル 中村 建治∥著 イカロス出版 686/ﾅ/

はじめてのネット広告 船井総合研究所∥著 同文舘出版 674/ﾊ/

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〉

　〈工業・家庭・産業〉



タイトル 著者など 出版社 請求記号

全裸監督が答える不道徳で世界一
まっとうな人生相談

村西 とおる∥著 日刊現代 778/ﾑ/

どうやら僕の日常生活はまちがっている 岩井 勇気∥著 新潮社 779/ｲ/

嫌われた監督 鈴木 忠平∥著 文藝春秋 783.7/ｽ/

焚き火の作法 寒川 一∥著 学研プラス 786/ｻ/

きのう何食べた?～シロさんの簡単レシピ～ 講談社∥編 講談社 778/ｷ/2

工芸王国金沢・能登・加賀への旅 木村 ふみ∥監修 平凡社 750/ｺ/

日本語文章チェック事典 石黒 圭∥編著 東京堂出版 816/ｲ/

谷川俊太郎の詩を味わう ウィリアム　I.エリオット∥著 ナナロク社 911.5/ｴ/
むかしむかしあるところに、やっぱり
死体がありました。

青柳 碧人∥著 双葉社 913.6/ｱ/

塞王の楯 今村 翔吾∥著 集英社 913.6/ｲ/

ミニシアターの六人 小野寺 史宜∥著 小学館 913.6/ｵ/

ボーダーライト 今野 敏∥著 小学館 913.6/ｺ/

怖ガラセ屋サン 澤村 伊智∥著 幻冬舎 913.6/ｻ/

輝山 澤田 瞳子∥著 徳間書店 913.6/ｻ/

トリカゴ 辻堂 ゆめ∥著 東京創元社 913.6/ﾂ/

闇祓 辻村 深月∥著 KADOKAWA 913.6/ﾂ/

幻の旗の下に 堂場 瞬一∥著 集英社 913.6/ﾄﾞ/

夜が明ける 西 加奈子∥著 新潮社 913.6/ﾆ/

AI支配でヒトは死ぬ。 養老 孟司∥著 ビジネス社 914/ﾖ/

笑うマトリョーシカ 早見 和真∥著 文藝春秋 913.6/ﾊ/

二十一時の渋谷で 古内 一絵∥著 東京創元社 913.6/ﾌ/

残照の頂 湊 かなえ∥著 幻冬舎 913.6/ﾐ/

作家と酒 平凡社編集部∥編 平凡社 914/ｻ/

雨の島 呉 明益∥著 河出書房新社 923/ｳ/

夜の声 スティーヴン　ミルハウザー∥著 白水社 933/ﾐ/

陰の人 佐伯 泰英∥著 光文社 B913.6/ｻ/

わるじい慈剣帖 風野 真知雄∥著 双葉社 B913.6/ｶ/7

短編ホテル 集英社文庫編集部∥編 集英社 B913.6/ﾀ/

ヨルガオ殺人事件 アンソニー　ホロヴィッツ∥著 東京創元社 B933/ﾎ/1
コーヒーと楽しむ心がほんのり明るく
なる50の物語

西沢 泰生∥著 PHP研究所 B159/ﾆ/

教科書名短篇 中央公論新社∥編 中央公論新社 B404/ｷ/

ジャーナリズムの役割は空気を壊すこと 森 達也∥著 集英社 S070/ﾓ/

事件でなければ動けません 古野 まほろ∥著 幻冬舎 S317/ﾌ/

ルポ森のようちえん おおた としまさ∥著 集英社 S376/ｵ/

宇宙はなぜ物質でできているのか 小林 誠∥編著 集英社 S429/ｺ/

ポストコロナの生命哲学 福岡 伸一∥著 集英社 S498.6/ﾎﾟ/

やりたいことが見つからない君へ 坪田 信貴∥著 小学館 Y159/ﾂ/

はじめての精神医学 村井 俊哉∥著 筑摩書房 Y493.7/ﾑ/

14歳から考えたい優生学 フィリッパ　レヴィン∥著 すばる舎 Y498.2/ﾚ/

クリスマス・ピッグ J.K.ローリング∥著 静山社 Y933/ﾛ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


