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タイトル 著者など 出版社 請求記号

IT担当者のためのテレワーク時代のセキュリ
ティ対策

橋本 和則∥著 翔泳社 007.37/ﾊ/

疲れないパソコン仕事大全 大林 ひろこ∥著 技術評論社 007.63/ｵ/

1文字1円を10円に上げる書く副業 日比野 新∥著 かんき出版 021/ﾋ/

定年後の遊び方 赤井 誠生∥著 毎日新聞出版 141/ｱ/

世界の「頭のいい人」がやっていることを
1冊にまとめてみた

中野 信子∥著 アスコム 159/ﾅ/

埼玉県の伊勢講 埼玉県神道青年会∥編 神社新報社 175/ｻ/

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山崎 圭一∥著 SBクリエイティブ 209/ﾔ/

江戸幕府の北方防衛 中村 恵子∥著 ハート出版 210.5/ﾅ/

一冊でわかるギリシャ史 長谷川 岳男∥監修 河出書房新社 239/ｲ/

ほんとうに気持ちいいキャンプ場100 BE PAL編集部∥著 小学館 291/ｼ/2021/202

るるぶこどもとあそぼ!首都圏 JTBパブリッシング 291/ﾙ/23

ロシアに週末トリップ!海辺の街ウラジオストクへ タムル絵美∥著 イカロス出版 292/ﾀ/

朱子学に毒された中国毒されなかった日本 井沢 元彦∥著 ワック 302.2/ｲ/

この国の危機管理失敗の本質 柳田 邦男∥著 毎日新聞出版 312/ﾔ/

永田町中国代理人 長尾 たかし∥著 産経新聞出版 319/ﾅ/

がんばりすぎないお仕事復帰BOOK 藤井 佐和子∥監修 KADOKAWA 366/ｶﾞ/

ゼロからわかる知らないと損する行動経済学 ポーポー　ポロダクション∥著 日本文芸社 331/ｾﾞ/

ひとり老後楽生き事典 辻川 覚志∥著 水曜社 367.7/ﾂ/

昆虫食スタディーズ 水野 壮∥著 化学同人 383.8/ﾐ/

なぜ地球は人間が住める星になったのか? 山賀 進∥著 筑摩書房 450/ﾔ/

図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? 須黒 達巳∥著 ベレ出版 460/ｽ/

からだの検査数値 ニュートンプレス 492.1/ｶ/

フサフサ大作戦! 久田 篤∥著 自由国民社 494.8/ﾋ/

更年期ってこういうこと図鑑 石原 新菜∥監修 宝島社 495.13/ｺ/

70歳からは超シンプル調理で
「栄養がとれる」食事に変える!

塩野崎 淳子∥著 すばる舎 498.59/ｼ/

私たちのサステイナビリティ 工藤 尚悟∥著 岩波書店 519/ｸ/

半導体業界の製造工程とビジネスが
これ1冊でしっかりわかる教科書

エレクトロニクス市場研究会∥著 技術評論社 549/ﾊ/

柴田理恵のきもの好日 柴田 理恵∥著 平凡社 593/ｼ/

スヌープ・ドッグのお料理教室 スヌープ　ドッグ∥著 晶文社 596/ｽ/

愛犬と楽しむキャンプ徹底サポートBOOK アウトテイル∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 645/ｱ/

ノーコスト林業のすすめ 荻 大陸∥著 日本林業調査会 650/ｵ/

速く、正しく、感じよく伝わる
すごい「書き方」の超基本

平野 友朗∥著 徳間書店 670/ﾋ/

小さなカフェのはじめ方 Business Train∥著 河出書房新社 673/ﾁ/

　〈工業・家庭・産業〉

　〈自然科学・動植物・医学〉

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〉



タイトル 著者など 出版社 請求記号

泣きたい夜の甘味処 中山 有香里∥著 KADOKAWA 726/ﾅ/

変奏曲を編む 辻 桂子∥著　編 求龍堂 708/ﾍ/

敗北からの芸人論 徳井 健太∥著 新潮社 779/ﾄ/

るるぶゆるキャン JTBパブリッシング 786/ﾙ/

忍者学研究 山田 雄司∥編 中央公論新社 789/ﾆ/

すこしずるいパズル たつなみ∥著 アリス館 798/ﾀ/2

30分ファシリテーション 前田 鎌利∥著 池田書店 809/ﾏ/

<読む>という冒険 佐藤 和哉∥著 岩波書店 909/ｻ/

恋の短歌コレクション1000 日本短歌総研∥編著 飯塚書店 911.1/ｺ/

幸村を討て 今村 翔吾∥著 中央公論新社 913.6/ｲ/

香君 上橋 菜穂子∥著 文藝春秋 913.6/ｳ/1

シャルロットのアルバイト 近藤 史恵∥著 光文社 913.6/ｺ/

無明 今野 敏∥著 幻冬舎 913.6/ｺ/

夏の体温 瀬尾 まいこ∥著 双葉社 913.6/ｾ/

レジェンドアニメ! 辻村 深月∥著 マガジンハウス 913.6/ﾂ/

ミシンと金魚 永井 みみ∥著 集英社 913.6/ﾅ/

人面島 中山 七里∥著 小学館 913.6/ﾅ/

古本食堂 原田 ひ香∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ﾊ/

星を掬う 町田 そのこ∥著 中央公論新社 913.6/ﾏ/

刑事弁護人 薬丸 岳∥著 新潮社 913.6/ﾔ/

ついでにジェントルメン 柚木 麻子∥著 文藝春秋 913.6/ﾕ/

月曜日は水玉の犬 恩田 陸∥著 筑摩書房 914/ｵ/

6Bの鉛筆で書く 五味 太郎∥著 ブロンズ新社 914/ｺﾞ/

カムカムマリコ 林 真理子∥著 文藝春秋 914/ﾊ/

人生の旅をゆく 吉本 ばなな∥著 NHK出版 914/ﾖ/4

僕の狂ったフェミ彼女 ミン ジヒョン∥著 イースト・プレス 929/ﾐ/

最後の大君 スコット　フィッツジェラルド∥著 中央公論新社 933/ﾌ/

ぼくはただ、物語を書きたかった。 ラフィク　シャミ∥著 西村書店 940/ｼ/

働く女子と罪悪感 浜田 敬子∥著 集英社 B366/ﾊ/

展覧会の「怖い絵」 中野 京子∥[著] KADOKAWA B723/ﾅ/

珈琲店タレーランの事件簿 岡崎 琢磨∥著 宝島社 B913.6/ｵ/7

船玉さま 加門 七海∥[著] KADOKAWA B913.6/ｶ/

独り立ち 佐伯 泰英∥著 光文社 B913.6/ｻ/

最後の晩ごはん 椹野 道流∥[著] KADOKAWA B913.6/ﾌ/17

わかれ 細谷 正充∥編 朝日新聞出版 B913.6/ﾜ/

徳川15代将軍解体新書 河合 敦∥著 ポプラ社 S288/ｶ/

不思議の国ニッポン クーリエ　ジャポン∥編 講談社 S302.1/ﾌ/

子どもが教育を選ぶ時代へ 野本 響子∥著 集英社 S372/ﾉ/

量子で読み解く生命・宇宙・時間 吉田 伸夫∥著 幻冬舎 S421/ﾖ/

少女漫画家「家」の履歴書 週刊文春∥編 文藝春秋 S726/ｼ/

13歳からの地政学 田中 孝幸∥著 東洋経済新報社 Y312/ﾀ/

外交官になるには 飯島 一孝∥著 ぺりかん社 Y329/ｲ/

魔法使いの婚約者 中村 朱里∥著 一迅社 Y913.6/ﾅ/13

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


