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タイトル 著者など 出版社 請求記号

歴史の本棚 加藤 陽子∥著 毎日新聞出版 019/ｶ/

老年の読書 前田 速夫∥著 新潮社 019/ﾏ/

東京の怖い街 東京怖い街研究会∥著 興陽館 147/ﾄ/

いつも幸せそうな人の小さな習慣 有川 真由美∥著 毎日新聞出版 159/ｱ/

超ミニマル主義 四角 大輔∥著 ダイヤモンド社 159/ﾖ/

年中行事百科 八條 忠基∥著 淡交社 210.0/ﾊ/

古墳図鑑 青木 敬∥著 日本文芸社 210.3/ｱ/

レンズが撮らえた幕末日本の事件史 日本カメラ博物館∥監修 山川出版社 210.5/ﾚ/

るるぶ横浜鎌倉 '23 JTBパブリッシング 291/ﾙ/23

我が人生 ミハイル　ゴルバチョフ∥著 東京堂出版 289.3/ｺﾞ/

ウクライナ戦争と世界のゆくえ 池内 恵∥著 東京大学出版会 319/ｳ/

いちからわかる・使える「契約」Q&A 鳥山 半六∥著 第一法規 324/ﾄ/

世界大異変 ジム　ロジャーズ∥著 東洋経済新報社 333/ﾛ/

図解わかる小さな会社の
給与計算と社会保険 '2022-2023年版

関根 俊輔∥監修 新星出版社 336.4/ｽﾞ/22

メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 目黒 冬弥∥著 三五館シンシャ 338/ﾒ/

子育ての経済学 マティアス　ドゥプケ∥著 慶應義塾大学出版会 371/ﾄﾞ/

遠野物語と柳田國男 新谷 尚紀∥著 吉川弘文館 382/ｼ/

教養としての着物 上杉 惠理子∥著 自由国民社 383.1/ｳ/

時間大図鑑 原田 知広∥監修 ニュートンプレス 421/ｼﾞ/

恐竜超世界IN JAPAN 植田 和貴∥著 日経ナショナルジオグラフィック 457/ｳ/

免疫力が上がるアルカリ性体質になる食べ方 小峰 一雄∥著 ユサブル 497/ｺ/

科学のカタチ 養老 孟司∥著 時事通信出版局 460/ﾖ/

精神科の薬について知っておいてほしいこと J.モンクリフ∥著 日本評論社 493.72/ﾓ/

病気にならない食う寝る養生 櫻井 大典∥著 学研プラス 498.36/ｻ/

がん予防の教科書 浅香 正博∥著 潮出版社 491.658/ｱ/

セックスロボットと人造肉 ジェニー　クリーマン∥著 双葉社 504/ｸ/

世界を変える100の技術 日経BP∥編 日経BP 504/ｾ/

おいしい絵本レシピ 野口 真紀∥著 福音館書店 596/ﾉ/

ムーミン谷のしあわせレシピ トーベ　ヤンソン∥絵と引用文 講談社 596.23/ﾑ/

日本ご当地アイス大全 アイスマン福留∥著 辰巳出版 596.65/ｱ/

汚れ落とし研究家茂木和哉のラクラク掃除術 茂木 和哉∥著 マイナビ出版 597/ﾓ/

手軽にふやせるさし木・株分け・とり木・つぎ木・種まき 渡辺 均∥監修 ブティック社 627/ﾃ/

フィンランド虚像の森 アンッシ　ヨキランタ∥著 新泉社 652/ﾌ/

　〈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

子犬の絵画史 金子 信久∥著 講談社 721/ｶ/

白髪の国のアリス 田村 セツコ∥著 集英社 726/ﾀ/

ものがたりの家 吉田 誠治∥著 パイインターナショナル 726/ﾖ/

文にあたる 牟田 都子∥著 亜紀書房 749/ﾑ/

筋トレ最高の食事術 川端 理香∥監修 EDITORS 780/ｷ/

「復興五輪」とはなんだったのか 笹生 心太∥著 大修館書店 780/ｻ/

語学の天才まで1億光年 高野 秀行∥著 集英社インターナショナル 804/ﾀ/

invert 2 相沢 沙呼∥著 講談社 913.6/ｱ/2

いつもの木曜日 青山 美智子∥著 宝島社 913.6/ｱ/

乱鴉の空 あさの あつこ∥著 光文社 913.6/ｱ/

かんむり 彩瀬 まる∥著 幻冬舎 913.6/ｱ/

灰かぶりの夕海 市川 憂人∥著 中央公論新社 913.6/ｲ/

首切り島の一夜 歌野 晶午∥著 講談社 913.6/ｳ/

たとえば、葡萄 大島 真寿美∥著 小学館 913.6/ｵ/

リバー 奥田 英朗∥著 集英社 913.6/ｵ/

夏日狂想 窪 美澄∥著 新潮社 913.6/ｸ/

クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介∥著 文藝春秋 913.6/ｼ/

ギフテッド 鈴木 涼美∥著 文藝春秋 913.6/ｽ/

越境刑事 中山 七里∥著 PHP研究所 913.6/ﾅ/

新!店長がバカすぎて 早見 和真∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ﾊ/

いけない 2 道尾 秀介∥著 文藝春秋 913.6/ﾐ/2

自宅怪談 夜馬裕∥著 イースト・プレス 913.6/ﾔ/

#真相をお話しします 結城 真一郎∥著 新潮社 913.6/ﾕ/

真夜中の密室 ジェフリー　ディーヴァー∥著 文藝春秋 933/ﾃﾞ/

あなたの教室 レティシア　コロンバニ∥著 早川書房 953/ｺ/

地曵いく子のお悩み相談室 地曳 いく子∥著 集英社 B159/ｼﾞ/

はじめての王朝文化辞典 川村 裕子∥著 KADOKAWA B910.2/ｶ/

ソロキャン! 秋川 滝美∥著 朝日新聞出版 B913.6/ｱ/

あなたの涙は蜜の味 辻村 深月∥著 PHP研究所 B913.6/ｱ/

南町奉行と火消し婆 風野 真知雄∥著 文藝春秋 B913.6/ｶ/

名乗らじ 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 B913.6/ｻ/

生命の略奪者 知念 実希人∥著 新潮社 B913.6/ﾁ/

殺しへのライン アンソニー　ホロヴィッツ∥著 東京創元社 B933/ﾎ/

ケーキの切れない非行少年たちのカルテ 宮口 幸治∥著 新潮社 S368/ﾐ/

人間の業 百田 尚樹∥著 新潮社 S304/ﾋ/

英語は決まり文句が8割 中田 達也∥著 講談社 S834/ﾅ/

知らないと後悔する日本が侵攻される日 佐藤 正久∥著 幻冬舎 S392/ｻ/

天変地異の地球学 藤岡 換太郎∥著 講談社 S450/ﾌ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


