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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/

今日は何の日?今日も本の日! 逢坂肇と流泉書房の仲間たち∥著 苦楽堂 019/ｷ/

「生まれ変わり」を科学する 大門 正幸∥著 桜の花出版 147/ｵ/

ケルト十字法大辞典 鏡 リュウジ∥著 朝日新聞出版 148/ｶ/

ドイツ人はなぜ「自己肯定感」が高いのか キューリング恵美子∥著 小学館 159/ｷ/

相談する勇気 精神科医Tomy∥著 飛鳥新社 159/ﾄ/

東大名誉教授がおしえる!
建築でつかむ世界史図鑑

本村 凌二∥監修 二見書房 209/ﾄ/

SS将校のアームチェア ダニエル　リー∥[著] みすず書房 234/ﾘ/

ニュージーランド アーダーン首相 マデリン　チャップマン∥著 集英社インターナショナル 289.3/ﾁ/

命知らずの湯 瀬戸 圭祐∥著 三才ブックス 291/ｾ/

プラチナるるぶ JTBパブリッシング 291/ﾌﾟ/8

極地絶景 クント　フェアラーク∥編 グラフィック社 297/ｷ/

永田町動物園 亀井 静香∥著 講談社 312/ｶ/

覚えておきたい総理の顔100 本間 康司∥著 清水書院 312/ﾎ/

中国共産党大解体 美達 大和∥著 ビジネス社 319/ﾐ/

被災したあなたを助けるお金とくらしの話 岡本 正∥著 弘文堂 369.3/ｵ/

Web選考は「準備」が9割! 田中 亜矢子∥著 自由国民社 377/ﾀ/

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の
人が上手に勉強するための本

安田 祐輔∥著 翔泳社 378/ﾔ/

写真でたどる美しいドレス図鑑 リディア　エドワーズ∥著 河出書房新社 383.1/ｴ/

ゴリラ部長が教えてくれた統計の「超」入門 表 孝憲∥著 技術評論社 417/ｵ/

恋する化石 土屋 健∥著 ブックマン社 457/ﾂ/

鳥になるのはどんな感じ? デビッド　アレン　シブリー∥著 羊土社 488/ｼ/

菌ケアで美しくなる 下川 穣∥著 幻冬舎 491.7/ｼ/

ひとりほぐし 崎田 ミナ∥著 日経BP 492.7/ｻ/

私たちの月経カップ 神林 美帆∥著 現代書林 495.13/ｶ/

トコトンやさしい環境発電の本 山崎 耕造∥著 日刊工業新聞社 543/ﾔ/

潜水艦事典 JShips編集部∥編 イカロス出版 556/ｾ/

おしゃれな人が手放せない、おしゃれ
じゃないもの

主婦と生活社∥編 主婦と生活社 590/ｵ/

キッチンから始める人生の整理術 村上 祥子∥著 青春出版社 596.04/ﾑ/

赤ちゃんが欲しい「メンズ妊活」
まるっと1冊

主婦の友社 598/ｱ/

今さら聞けない除草剤の話きほんのき 農文協∥編 農山漁村文化協会 615/ｲ/

庭全体が美しく見える剪定の本 田口 裕之∥著 日本文芸社 627/ﾀ/

TikTokショート動画革命 日経エンタテインメント!∥編 日経BP 675/ﾃ/

　〈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

柚木沙弥郎 平凡社 753/ﾕ/

『ローリング・ストーン』の時代 ジョー　ヘイガン∥著 河出書房新社 764/ﾍ/

みんな、本当はおひとりさま 久本 雅美∥著 幻冬舎 772/ﾋ/

わたしのウエストサイド物語 ジョージ　チャキリス∥著 双葉社 778/ﾁ/

俺は主夫。職業、現役Jリーガー 大久保 嘉人∥著 講談社 783.47/ｵ/

説明組み立て図鑑 犬塚 壮志∥著 SBクリエイティブ 809/ｲ/

<図解>まるわかり時事用語 ニュース　リテラシー研究所∥編著 新星出版社 814/ｽﾞ/22

トマトの花 成田 一子∥著 朔出版 911.3/ﾅ/

お探し物は図書室まで 青山 美智子∥著 ポプラ社 913.6/ｱ/

ひとり旅日和 秋川 滝美∥著 KADOKAWA 913.6/ｱ/3

ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織∥著 新潮社 913.6/ｴ/

残月記 小田 雅久仁∥著 双葉社 913.6/ｵ/

愚かな薔薇 恩田 陸∥著 徳間書店 913.6/ｵ/

チンギス紀 北方 謙三∥著 集英社 913.6/ｷ/12

警官の道 呉 勝浩∥著 KADOKAWA 913.6/ｹ/

濁り水 日明 恩∥著 双葉社 913.6/ﾀ/

真夜中のマリオネット 知念 実希人∥著 集英社 913.6/ﾁ/

おわかれはモーツァルト 中山 七里∥著 宝島社 913.6/ﾅ/

一九六一東京ハウス 真梨 幸子∥著 新潮社 913.6/ﾏ/

ミトンとふびん 吉本 ばなな∥著 新潮社 913.6/ﾖ/

にっこり、洋食 江國 香織∥[ほか]著 河出書房新社 914/ﾆ/

ニワトリと卵と、息子の思春期 繁延 あづさ∥著 婦人之友社 916/ｼ/

火守 劉 慈欣∥著 KADOKAWA 923/ﾘ/

ぼくはテクノロジーを使わずに生きること
にした

マーク　ボイル∥著 紀伊國屋書店 936/ﾎﾞ/

緑の天幕 リュドミラ　ウリツカヤ∥著 新潮社 983/ｳ/

ヨーロッパ・コーリング・リターンズ ブレイディみかこ∥著 岩波書店 B312/ﾌﾞ/

明日へつながる5つの物語 あさの あつこ∥著 KADOKAWA B913.6/ｱ/

私はいったい、何と闘っているのか つぶやきシロー∥著 小学館 B913.6/ﾂ/

丘の上の賢人 原田 マハ∥著 集英社 B913.6/ﾊ/

またあおう 畠中 恵∥著 新潮社 B913.6/ﾊ/

警告 マイクル　コナリー∥著 講談社 B933/ｺ/1

ベルリンに堕ちる闇 サイモン　スカロウ∥著 早川書房 B933/ｽ/

埼玉の教科書 JTBパブリッシング H291/ｻ/

孤独の飼い方 下重 暁子∥著 青春出版社 S159/ｼ/

老人支配国家日本の危機 エマニュエル　トッド∥著 文藝春秋 S304/ﾄ/

夫婦別姓 栗田 路子∥著 筑摩書房 S324/ﾌ/

親を頼らないで生きるヒント コイケ ジュンコ∥著 岩波書店 Y369.4/ｺ/

ドラゴンの教科書 ダグラス　ナイルズ∥著 原書房 388/ﾅ/

数理の窓から世界を読みとく 初田 哲男∥編著 岩波書店 Y404/ｽ/

アニメ業界で働く 小杉 眞紀∥著 ぺりかん社 Y778/ｱ/

博物館の少女 富安 陽子∥著 偕成社 Y913.6/ﾄ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


