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タイトル 著者など 出版社 請求記号

SNS炎上なんてしないと思っている
人が読むべき本

宮下 由多加∥著 ジャムハウス 007.35/ﾐ/

パワポで描く!図とイラスト 澤崎 敏文∥著 技術評論社 007.63/ｻ/

ズバリわかる!図書館利用者に喜ば
れる「ビジネス支援サービス」

DBジャパン∥編集 DBジャパン 015/ｽﾞ/

正しい孤独マインド入門 コスメティック田中∥著 KADOKAWA 141/ｺ/

誰にも嫌われずに同調圧力を
サラリとかわす方法

大嶋 信頼∥著 祥伝社 146/ｵ/

親のことが嫌いじゃないのに
「なんかイヤだな」と思ったときに読む本 藤木 美奈子∥著 WAVE出版 146/ﾌ/

宮本常一 須藤 功∥著 ミネルヴァ書房 289.1/ｽ/

真珠湾の代償 福井 雄三∥著 毎日ワンズ 289.1/ﾌ/

「オードリー・タン」の誕生 石崎 洋司∥著 講談社 289.2/ｲ/

アジアを解放した大東亜戦争 安濃 豊∥著 展転社 210.7/ｱ/

クィア・ヒーローズ アラベル　シカルディ∥文 ジーオーティー 280/ｼ/

ゼロからわかるファイナンス思考 朝倉 祐介∥著 講談社 336.8/ｱ/

やさしくしっかり学べる金融のしくみ
と金融用語

杉山 敏啓∥著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

338/ｽ/

老～い、どん! 樋口 恵子∥著 婦人之友社 367.7/ﾋ/2

魚毒植物 盛口 満∥著 南方新社 384/ﾓ/

アメリカの崩壊 山中 泉∥著 方丈社 302.5/ﾔ/

プーチンショック後の世界と日本 高橋 洋一∥著 徳間書店 304/ﾀ/

動労千葉が歩んできた道 田中 康宏∥著 出版最前線 366/ﾀ/

いのちの秘義 若松 英輔∥著 亜紀書房 404/ﾜ/

動物行動学者、モモンガに怒られる 小林 朋道∥著 山と溪谷社 481/ｺ/

長生き食 小林 弘幸∥著 興陽館 498.583/ｺ/

新型コロナはどこから来たのか シャーリ　マークソン∥著 ハーパーコリンズ・ジャパン 498.6/ﾏ/

最新頭痛の治し方大全 丹羽 潔∥著 扶桑社 493.74/ﾆ/

メイクがなんとなく変なので友達の
美容部員にコツを全部聞いてみた

吉川 景都∥著 ダイヤモンド社 595/ﾖ/

人生が変わる紙片づけ! 石阪 京子∥著 ダイヤモンド社 597/ｲ/

宇宙プロジェクト開発史アーカイブ 鈴木 喜生∥著 EDITORS 538/ｽ/

チェルノブイリ アダム　ヒギンボタム∥著 白水社 543/ﾋ/

画文でわかる
モダニズム建築とは何か

藤森 照信∥文 彰国社 523/ﾌ/

鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 寺本 光照∥編著 山川出版社 686/ﾃ/

メダカ飼育読本 戸松 具視∥監修 笠倉出版社 666/ﾒ/

　〈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

町あかりの『男はつらいよ』全作品ガイド 町 あかり∥著 青土社 778/ﾏ/

ヒロスエの思考地図 広末 涼子∥著 宝島社 779/ﾋ/

世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島 真也∥著 技術評論社 746/ｺ/

キッチンでできる草木染めレッスン帖 佐藤 麻陽∥著 ブティック社 753/ｻ/

世界の中心で馬に賭ける 須田 鷹雄∥著 中央公論新社 788/ｽ/

ことばの連想辞典 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 809/ｺ/

若者言葉の研究 堀尾 佳以∥著 九州大学出版会 814/ﾎ/

子宝船 宮部 みゆき∥著 PHP研究所 913.6/ﾐ/

宙ごはん 町田 そのこ∥著 小学館 913.6/ﾏ/

花散る里の病棟 帚木 蓬生∥著 新潮社 913.6/ﾊ/

あきらめません! 垣谷 美雨∥著 講談社 913.6/ｶ/

俺ではない炎上 浅倉 秋成∥著 双葉社 913.6/ｱ/

孤蝶の城 桜木 紫乃∥著 新潮社 913.6/ｻ/

空をこえて七星のかなた 加納 朋子∥著 集英社 913.6/ｶ/

まっとうな人生 絲山 秋子∥著 河出書房新社 913.6/ｲ/

奇跡集 小野寺 史宜∥著 集英社 913.6/ｵ/

ラブカは静かに弓を持つ 安壇 美緒∥著 集英社 913.6/ｱ/

朽ちゆく庭 伊岡 瞬∥著 集英社 913.6/ｲ/

夢伝い 宇佐美 まこと∥著 集英社 913.6/ｳ/

広重ぶるう 梶 よう子∥著 新潮社 913.6/ｶ/

氷の致死量 櫛木 理宇∥著 早川書房 913.6/ｸ/

今日を楽しく生きる 瀬戸内 寂聴∥著 祥伝社 914/ｾ/

人は2000連休を与えられるとどうなるのか? 上田 啓太∥著 河出書房新社 916/ｳ/

目で見ることばで話をさせて アン　クレア　レゾット∥作 岩波書店 933/ﾚ/

呼び出し ヘルタ　ミュラー∥著 三修社 943/ﾐ/

風に訊け 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 B913.6/ｻ/

日雇い浪人生活録 上田 秀人∥著 角川春樹事務所 B913.6/ｳ/13

鴨川食堂しあわせ 柏井 壽∥著 小学館 B913.6/ｶ/

生きてしまった 太宰 治∥著 河出書房新社 B913.6/ﾀﾞ/

復讐 三島 由紀夫∥著 河出書房新社 B913.6/ﾐ/

十津川警部捜査行 西村 京太郎∥著 双葉社 B913.6/ﾆ/

私を愛して下さい 西村 京太郎∥著 集英社 B913.6/ﾆ/

告ぐ雷鳥 知野 みさき∥著 光文社 B913.6/ﾁ/

未完の敗戦 山崎 雅弘∥著 集英社 S302.1/ﾔ/

日本アニメ史 津堅 信之∥著 中央公論新社 S778/ﾂ/

生きるために必要な「法律」のはなし 木村 真実∥監修 ナツメ社 Y320/ｲ/

後悔を活かす心理学 上市 秀雄∥著 中央公論新社 S141/ｳ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


