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タイトル 著者など 出版社 請求記号

読書道楽 鈴木 敏夫∥著 筑摩書房 019/ｽ/

東京国立博物館 東京国立博物館∥編 吉川弘文館 069/ﾄ/

カルトの花嫁 冠木 結心∥著 合同出版 169/ｶ/

神主はつらいよ 新井 俊邦∥著 自由国民社 170/ｱ/

旧約聖書がわかる本 並木 浩一∥著 河出書房新社 193/ﾅ/

歴史はなぜ必要なのか 南塚 信吾∥編 岩波書店 204/ﾚ/

戦争の世界史 マイケル　S.ナイバーグ∥著 ミネルヴァ書房 209/ﾅ/

武士とは何か 呉座 勇一∥著 新潮社 210.4/ｺﾞ/

宿命 安倍 洋子∥著 文藝春秋 289.1/ｱ/

NHKカールさんとティーナさんの古民家村だより
NHK「カールさんとティーナさんの
古民家村だより」取材班∥著 主婦と生活社 291/ｴ/

危機の地政学 イアン　ブレマー∥著 日経BP日本経済新聞出版 304/ﾌﾞ/

別れても相続人 寺門 美和子∥著 光文社 324/ﾃ/

物価とは何か 渡辺 努∥著 講談社 337/ﾜ/

Q&Aで簡単!
家づくりのお金の話がぜんぶわかる本 '23

田方 みき∥著 エクスナレッジ 338/ｷ/23

死に方がわからない 門賀 美央子∥著 双葉社 367.7/ﾓ/

施設長たいへんです、すぐ来てください! 柴谷 匡哉∥著 飛鳥新社 369.2/ｼ/

世界の終わり防衛マニュアル図鑑 タラス　ヤング∥著 日経ナショナルジオグラフィック 369.3/ﾔ/

科学的に正しい子育ての新常識 メリンダ　ウェナー　モイヤー∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 379/ﾓ/

ノーベル化学賞に輝いた研究のすごい
ところをわかりやすく説明してみた

山口 悟∥著 ベレ出版 430/ﾔ/

超圧縮地球生物全史 ヘンリー　ジー∥著 ダイヤモンド社 467/ｼﾞ/

魚は数をかぞえられるか? ブライアン　バターワース∥著 講談社 481/ﾊﾞ/

作ろう!フライドチキンの骨格標本 志賀 健司∥著 緑書房 488/ｼ/

運動脳 アンデシュ　ハンセン∥著 サンマーク出版 491.371/ﾊ/

専門医がやさしく教えるリウマチの治し方 佐藤 理仁∥著 法研 493.63/ｻ/

私の半分はどこから来たのか 大野 和基∥著 朝日新聞出版 495.48/ｵ/

英国教会の解剖図鑑 マシュー　ライス∥著 エクスナレッジ 523/ﾗ/

間取りがおもしろい平屋 主婦と生活社∥編 主婦と生活社 527/ﾏ/

メガソーラーが日本を救うの大噓 杉山 大志∥編著 宝島社 543/ｽ/

70歳からのおしゃれ生活 中山 庸子∥著 さくら舎 590/ﾅ/

ぽっちゃりさんもいろいろ気にせず着たい服 月居 良子∥著 文化学園文化出版局 593/ﾂ/

バニラの歴史 ローザ　アブレイユ=ランクル∥著 原書房 617/ｱ/

狩猟生活　VOL.12 山と溪谷社 659/ｼ/12

　〈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

もっと知りたい司馬江漢と亜欧堂田善 金子 信久∥著 東京美術 721/ｶ/

ムーミンとトーベ・ヤンソン ポール　グラヴェット∥著 河出書房新社 726/ｸﾞ/

黒人音楽史 後藤 護∥著 中央公論新社 764/ｺﾞ/

石が書く ロジェ　カイヨワ∥著 創元社 793/ｶ/

言葉とコミュニケーション 邑本 俊亮∥著 朝倉書店 801/ﾑ/

なんでもない一日の辞典 山口 謠司∥著 WAVE出版 814/ﾔ/

この父ありて 梯 久美子∥著 文藝春秋 910.2/ｶ/

赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人∥著 双葉社 913.6/ｱ/

月の立つ林で 青山 美智子∥著 ポプラ社 913.6/ｱ/

金環日蝕 阿部 暁子∥著 東京創元社 913.6/ｱ/

悪と無垢 一木 けい∥著 KADOKAWA 913.6/ｲ/

黒石 大沢 在昌∥著 光文社 913.6/ｵ/

葵のしずく 奥山 景布子∥著 文藝春秋 913.6/ｵ/

タクジョ! 小野寺 史宜∥著 実業之日本社 913.6/ｵ/

陥穽の円舞曲 日本推理作家協会∥編 光文社 913.6/ｶ/

秋雨物語 貴志 祐介∥著 KADOKAWA 913.6/ｷ/

連鎖 黒川 博行∥著 中央公論新社 913.6/ｸ/

秋麗 今野 敏∥[著] 角川春樹事務所 913.6/ｺ/

うさぎ玉ほろほろ 西條 奈加∥著 講談社 913.6/ｻ/

憐憫 島本 理生∥著 朝日新聞出版 913.6/ｼ/

噓つきなふたり 武田 綾乃∥著 KADOKAWA 913.6/ﾀ/

太陽諸島 多和田 葉子∥著 講談社 913.6/ﾀ/

特殊清掃人 中山 七里∥著 朝日新聞出版 913.6/ﾅ/

教誨 柚月 裕子∥著 小学館 913.6/ﾕ/

とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子∥著 NHK出版 914/ﾕ/

昭和の凶悪殺人事件 小野 一光∥[著] 幻冬舎 B368/ｵ/

子どものことを子どもにきく 杉山 亮∥著 筑摩書房 B376/ｽ/

菜の花食堂のささやかな事件簿 5 碧野 圭∥著 大和書房 B913.6/ｱ/5

草を褥に 大原 富枝∥著 河出書房新社 B913.6/ｵ/

わるじい慈剣帖 10 風野 真知雄∥著 双葉社 B913.6/ｶ/10

宵の凶星(まがぼし) 小杉 健治∥著 祥伝社 B913.6/ｺ/

千両かざり 西條 奈加∥著 新潮社 B913.6/ｻ/

ミセス・ハリス、パリへ行く ポール　ギャリコ∥[著] KADOKAWA B933/ｷﾞ/

相続格差 天野 隆∥著 青春出版社 S324/ｿ/

男性中心企業の終焉 浜田 敬子∥著 文藝春秋 S336.4/ﾊ/

宇宙を解くパズル カムラン　バッファ∥著 講談社 S421/ﾊﾞ/

新海誠 土居 伸彰∥著 集英社 S778/ﾄﾞ/

はじめての動物地理学 増田 隆一∥著 岩波書店 Y482/ﾏ/

あしたの幸福 いとう みく∥著 理論社 Y913.6/ｲ/

そらのことばが降ってくる 高柳 克弘∥作 ポプラ社 Y913.6/ﾀ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


