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タイトル 著者など 出版社 請求記号

絵と図でわかるAIと社会 江間 有沙∥著 技術評論社 007.13/ｴ/

体験してわかるプログラミング教育 淺井 登∥著 技術評論社 007.64/ｱ/

尊皇攘夷 片山 杜秀∥著 新潮社 121/ｶ/

「いごこち」神経系アプローチ 浅井 咲子∥著 梨の木舎 146/ｱ/

ホンマでっか?仏事の誤解 中村 カンギョウ∥著 ジャスト・プランニング 186/ﾅ/

くらべてわかる!キリスト教イスラーム
入門

齋藤 孝∥著 ビジネス社 190/ｻ/

戦争というもの 半藤 一利∥著 PHP研究所 210.7/ﾊ/

お姫様と名建築 嶽本 野ばら∥著 エクスナレッジ 280/ﾀ/

闇の盾 寺尾 文孝∥著 講談社 289.1/ﾃ/

世界のすごい島300 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 290/ｾ/

ご当地絶景関東甲信越 昭文社 291/ｺﾞ/

日本人はもっと幸せになっていいはずだ 前田 日明∥著 サイゾー 304/ﾏ/

中国の暴虐(ジェノサイド) 櫻井 よしこ∥著 ワック 319/ﾁ/

実用各種証明書のとり方 証明書交付請求研究会∥編著 日本法令 320/ｼﾞ/

資源争奪の世界史 平沼 光∥著 日経BP日本経済新聞出版本部 334/ﾋ/

図解わかる生命保険 ライフプラン研究会∥編著 新星出版社 339/ｽﾞ/21

事実婚と夫婦別姓の社会学 阪井 裕一郎∥著 白澤社 367.4/ｻ/

つながり続けるこども食堂 湯浅 誠∥著 中央公論新社 369.4/ﾕ/

山の怪異大事典 朝里 樹∥著 宝島社 388/ｱ/

図解身近にあふれる「元素」が3時間
でわかる本

左巻 健男∥編著 明日香出版社 431/ｻ/

方向音痴って、なおるんですか? 吉玉 サキ∥著 交通新聞社 448/ﾖ/

WE EARTH NOMA∥企画 案内人 グラフィック社 450/ｳ/

マンガでわかる!認知症の人が見ている世界 川畑 智∥著 文響社 493.758/ｶ/

お医者さんがする大麻とCBDの話 正高 佑志∥著 彩図社 499.15/ﾏ/

買わない暮らし。 筆子∥著 大和出版 591/ﾌ/

眉の本 レイナ∥著 光文社 595/ﾚ/

おいしい!かんたん!
オートミールでキレイやせレシピ

大越 郷子∥著 新星出版社 596.3/ｵ/

1日5分からの断捨離 やました ひでこ∥著 大和書房 597/ﾔ/

45秒でファンにさせる話し方 御子神 翔吾∥著 合同フォレスト 673/ﾐ/

ブランディング見るだけノート 乙幡 満男∥監修 宝島社 675/ﾌﾞ/

45秒でファンにさせる話し方 御子神 翔吾∥著 合同フォレスト 673/ﾐ/

パッケージツアーの文化誌 吉田 春生∥著 草思社 689/ﾖ/

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

音楽ストリーミング
～サブスク&ライブ配信～再生ガイド

ステレオサウンド 760/ｵ/

花歌舞伎徒然草(よもやまばなし) 夢枕 獏∥著 河出書房新社 774/ﾕ/

ディズニーアニメーション大全集 ディズニーファン編集部∥編 講談社 778/ﾃﾞ/

母ちゃんのフラフープ 田村 淳∥著 ブックマン社 779/ﾀ/

50歳になりまして 光浦 靖子∥著 文藝春秋 779/ﾐ/

男子新体操完全ガイド 山田 小太郎∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 781/ﾀﾞ/

大人の水泳 角皆 優人∥著 メイツユニバーサルコンテンツ 785/ﾂ/

レンタルフレンド 青木 祐子∥著 集英社 913.6/ｱ/

仮面 伊岡 瞬∥著 KADOKAWA 913.6/ｲ/

あるヤクザの生涯 石原 慎太郎∥著 幻冬舎 913.6/ｲ/

うらんぼんの夜 川瀬 七緒∥著 朝日新聞出版 913.6/ｶ/

神よ憐れみたまえ 小池 真理子∥著 新潮社 913.6/ｺ/

君と歩いた青春 小路 幸也∥著 中央公論新社 913.6/ｼ/

雨夜の星たち 寺地 はるな∥著 徳間書店 913.6/ﾃ/

カード師 中村 文則∥著 朝日新聞出版 913.6/ﾅ/

東京のぼる坂くだる坂 ほしお さなえ∥著 筑摩書房 913.6/ﾎ/

プリンス 真山 仁∥著 PHP研究所 913.6/ﾏ/

ヒトコブラクダ層ぜっと 万城目 学∥著 幻冬舎 913.6/ﾏ/1

ブレイクニュース 薬丸 岳∥著 集英社 913.6/ﾔ/

罪の因果性 横関 大∥著 KADOKAWA 913.6/ﾖ/

誤作動する脳 樋口 直美∥著 医学書院 916/ﾋ/

遅咲きの男 莫言∥著 中央公論新社 923/ﾓ/

こうしてあなたたちは時間戦争に負ける アマル　エル=モフタール∥著 早川書房 933/ｴ/

理不尽ゲーム サーシャ　フィリペンコ∥著 集英社 983/ﾌ/

蛇の言葉を話した男 アンドルス　キヴィラフク∥著 河出書房新社 993/ｷ/

最新データでわかる日本人・韓国人・中国人 造事務所∥編著 PHP研究所 B302.1/ｻ/

トヨタで学んだ「紙1枚!」にまとめる技術 浅田 すぐる∥著 サンマーク出版 B336.2/ｱ/

わるじい慈剣帖 風野 真知雄∥著 双葉社 B913.6/ｶ/6

出絞と花かんざし 佐伯 泰英∥著 光文社 B913.6/ｻ/

すみれ荘ファミリア 凪良 ゆう∥著 講談社 B913.6/ﾅ/

青豆とうふ 和田 誠∥著 中央公論新社 B914/ﾜ/

理系研究者の「実験メシ」 松尾 佑一∥著 光文社 S407/ﾏ/

老いる意味 森村 誠一∥著 中央公論新社 S914/ﾓ/

内村光良リーダー論 畑中 翔太∥著 朝日新聞出版 S779/ﾊ/

サイレント・ウィッチ 依空 まつり∥著 KADOKAWA Y913.6/ｲ/

魔法使いの婚約者 中村 朱里∥著 一迅社 Y913.6/ﾅ/12

高校脱出マニュアル 旺文社∥編 旺文社 Y376/ｺ/

花宴 あさの あつこ∥著 埼玉福祉会 L913.6/ｱ/

終わった人 内館 牧子∥著 埼玉福祉会 L913.6/ｳ/1

コンビニ人間 村田 沙耶香∥著 埼玉福祉会 L913.6/ﾑ/

　〈新書等〉

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉


