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タイトル 著者など 出版社 請求記号

女子はなぜネットを介して出会うのか 片山 千枝∥著 青弓社 007.3/ｶ/

闘う図書館 豊田 恭子∥著 筑摩書房 010/ﾄ/

日本語からの哲学 平尾 昌宏∥著 晶文社 104/ﾋ/

性暴力被害の心理支援 齋藤 梓∥編著 金剛出版 146/ｾ/

出産を機に仕事を諦めない 小林 良子∥著 日本橋出版 159/ｺ/

人類史にかがやく古代都市はなぜ消滅したのか アナリー　ニューイッツ∥著 青土社 209/ﾆ/

倭と加耶 東 潮∥著 朝日新聞出版 221/ｱ/

悪党たちの中華帝国 岡本 隆司∥著 新潮社 222/ｵ/

徳川家康480年の孤独 宮崎 正弘∥著 ビジネス社 289.1/ﾐ/

廃城をゆく　8 イカロス出版 291/ﾊ/8

自民党の女性認識 安藤 優子∥著 明石書店 315/ｱ/

普通の若者がなぜテロリストになったのか カーラ　パワー∥著 原書房 316/ﾊﾟ/

豪商の金融史 高槻 泰郎∥編著 慶應義塾大学出版会 338/ﾀ/

ピンクとブルーに分けない育児 カイル　マイヤーズ∥著 明石書店 367.1/ﾏ/

家事は大変って気づきましたか? 阿古 真理∥著 亜紀書房 367.2/ｱ/

障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策 鹿野 佐代子∥著 翔泳社 369.2/ｼ/

親不孝介護 山中 浩之∥著 日経BP 369.2/ﾔ/

民具のデザイン図鑑 武蔵野美術大学民俗資料室∥編 誠文堂新光社 383.9/ﾐ/

物理大図鑑プレミアム ニュートンプレス 420/ﾌﾞ/

元素に名前をつけるなら 江頭 和宏∥著 オーム社 431/ｴ/

ネアンデルタール レベッカ　ウラッグ　サイクス∥著 筑摩書房 469/ｳ/

世にも美しい変形菌 高野 丈∥文　写真 文一総合出版 473/ﾀ/

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けBOOK 町田 秀樹∥著 主婦の友社 493.6/ﾏ/

子宮頸がんワクチン問題 メアリー　ホーランド∥[著] みすず書房 495.43/ｼ/

日本の感染症 菅又 昌実∥編 南山堂 498.6/ﾆ/

佐渡鉱山と朝鮮人労働 竹内 康人∥著 岩波書店 562/ﾀ/

小鍋仕立ての絶品鍋 小林 まさみ∥著 成美堂出版 596/ｺ/

調理科学でもっとおいしく定番料理　２ 朝日新聞社∥編著 朝日新聞出版 596/ﾁ/2

抹茶のおやつ100 福田 淳子∥著 光文社 596.65/ﾌ/

スギと広葉樹の混交林 清和 研二∥著 農山漁村文化協会 653/ｾ/

世界ではじめて人と話した犬ステラ クリスティーナ　ハンガー∥著 早川書房 645/ﾊ/

ファーストペンギン 坪内 知佳∥著 講談社 660/ﾂ/

新国際物流論基礎からDXまで 平田 燕奈∥著 晃洋書房 681/ｼ/

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

もっと知りたい中国の美術 富田 淳∥監修　著 東京美術 702/ﾄ/

CONTACT ART 原田 マハ∥著 幻冬舎 720/ﾊ/

ベルサイユのばらアニバーサリーブック 池田 理代子∥著 集英社 726/ｲ/

かもめニッキ 週末北欧部chika∥著 講談社 726/ﾁ/

踊る菩薩 小倉 孝保∥著 講談社 779/ｵ/

西武ライオンズ創世記1979年～1983年 佐野 慎輔∥著 ベースボール・マガジン社 783.7/ｻ/

スポーツとLGBTQ+ 岡田 桂∥著 晃洋書房 780/ｽ/

烏の緑羽 阿部 智里∥著 文藝春秋 913.6/ｱ/

奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久∥著 光文社 913.6/ｲ/

光のとこにいてね 一穂 ミチ∥著 文藝春秋 913.6/ｲ/

老害の人 内館 牧子∥著 講談社 913.6/ｳ/

君のクイズ 小川 哲∥著 朝日新聞出版 913.6/ｵ/

なんとかしなくちゃ。 恩田 陸∥著 文藝春秋 913.6/ｵ/

闇の聖域 佐々木 譲∥著 KADOKAWA 913.6/ｻ/

英雄 真保 裕一∥著 朝日新聞出版 913.6/ｼ/

機械仕掛けの太陽 知念 実希人∥著 文藝春秋 913.6/ﾁ/

十三夜の焰 月村 了衛∥著 集英社 913.6/ﾂ/

君といた日の続き 辻堂 ゆめ∥著 新潮社 913.6/ﾂ/

川のほとりに立つ者は 寺地 はるな∥著 双葉社 913.6/ﾃ/

吉原と外 中島 要∥著 祥伝社 913.6/ﾅ/

老人ホテル 原田 ひ香∥著 光文社 913.6/ﾊ/

仕掛島 東川 篤哉∥著 東京創元社 913.6/ﾋ/

さっちゃんは、なぜ死んだのか? 真梨 幸子∥著 講談社 913.6/ﾏ/

薔薇色に染まる頃 吉永 南央∥著 文藝春秋 913.6/ﾖ/

栞と噓の季節 米澤 穂信∥著 集英社 913.6/ﾖ/

みんなが手話で話した島 ノーラ　エレン　グロース∥著 早川書房 B369.2/ｸﾞ/

凛として弓を引く　１ 碧野 圭∥[著] 講談社 B913.6/ｱ/1

不老虫 石持 浅海∥著 光文社 B913.6/ｲ/

勘定侍柳生真剣勝負　６ 上田 秀人∥著 小学館 B913.6/ｳ/6

万葉学者、墓をしまい母を送る 上野 誠∥[著] 講談社 B916/ｳ/

一人二役 佐伯 泰英∥著 光文社 B913.6/ｻ/

駅の名は夜明 高田 郁∥著 双葉社 B913.6/ﾀ/

本所おけら長屋　１９ 畠山 健二∥著 PHP研究所 B913.6/ﾊ/19

ファスト教養 レジー∥著 集英社 S002/ﾚ/

オックスフォード大教授が問う思考停止社会ニッポン 苅谷 剛彦∥著 中央公論新社 S304/ｶ/

ウクライナ戦争と米中対立 峯村 健司∥著 幻冬舎 S319/ｳ/

歩きながら考える ヤマザキ マリ∥著 中央公論新社 S914/ﾔ/

絵画で読む『失われた時を求めて』 吉川 一義∥著 中央公論新社 S950/ﾖ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


