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タイトル 著者など 出版社 請求記号

視点という教養 深井 龍之介∥著 イースト・プレス 002/ﾌ/

パラドックス ニュートン編集部∥編著 ニュートンプレス 116/ﾊﾟ/

生ける物質 米田 翼∥著 青土社 135/ﾖ/

わたしからはじまる 入江 杏∥著 小学館 141/ｲ/

できないのはあなたのせいじゃない 勝間 和代∥著 プレジデント社 159/ｶ/

禁断の中国史 百田 尚樹∥著 飛鳥新社 222/ﾋ/

満洲国グランドホテル 平山 周吉∥著 芸術新聞社 222/ﾋ/

図説スペインの歴史 立石 博高∥著 河出書房新社 236/ﾀ/

藤原純友 寺内 浩∥著 ミネルヴァ書房 289.1/ﾃ/

るるぶ京都を歩こう '23 JTBパブリッシング 291/ﾙ/23

統計で騙されない10の方法 ティム　ハーフォード∥著 日経BP日本経済新聞出版 350/ﾊ/

自助社会を終わらせる 宮本 太郎∥編 岩波書店 364/ｼﾞ/

お気軽移住のライフハック100 宇都宮 ミゲル∥著 集英社インターナショナル 365/ｳ/

実家じまい終わらせました! 松本 明子∥著 祥伝社 365/ﾏ/

潜入ルポ経験学歴不問の職場で働いてみた 野村 竜二∥著 鉄人社 366/ﾉ/

新しい声を聞くぼくたち 河野 真太郎∥著 講談社 367.5/ｺ/

世界を手で見る、耳で見る 堀越 喜晴∥著 毎日新聞出版 369.2/ﾎ/

世界の地元メシ図鑑 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 383.8/ｾ/

せまりくる巨大地震 ニュートンプレス 453/ｾ/

あした出会えるきのこ100 新井 文彦∥著 山と溪谷社 474/ｱ/

逝きかた上手 石蔵 文信∥著 幻冬舎 490.14/ｲ/

2カ月でぽっこりお腹が改善!内臓脂肪の落とし方 栗原 毅∥著 主婦の友社 493.125/ｸ/

新しい皮膚の教科書 豊田 雅彦∥著 池田書店 494.8/ﾄ/

ヨガを楽しむ教科書 綿本 彰∥著 ナツメ社 498.34/ﾜ/

住宅営業マンぺこぺこ日記 屋敷 康蔵∥著 三五館シンシャ 520/ﾔ/

日本の台所一〇〇年 平凡社 527/ﾆ/

M5StackではじめるIoT電子工作 伊藤 浩之∥著 技術評論社 548/ｲ/

世界の珍兵器大全 ストロー=クーゲルスタイン∥著 KADOKAWA 559/ｽ/

一般論はもういいので、
私の老後のお金「答え」をください!

井戸 美枝∥著 日経BP 591/ｲ/

駅ビルご当地グルメ大百科 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人 596/ｴ/

お金持ちは断捨離上手 やました ひでこ∥監修 宝島社 597/ｵ/

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

東大×マンガ 東大カルペ　ディエム∥著 内外出版社 726/ﾄ/

日本刀が語る歴史と文化 宮崎 政久∥著 雄山閣 756/ﾐ/

幻獣の作り方 綺想造形蒐集室∥著 ホビージャパン 759/ｹﾞ/

初心者のピアノ基礎教本 '22 岡 素世∥編著 自由現代社(発売) 763/ｵ/22

芸術性を極める!
魅せる新体操表現力向上トレーニング

藤岡 里沙乃∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 781/ｹﾞ/

渓流釣り+野営術完全教書 丸山 剛∥著 つり人社 787/ﾏ/

日本語を教えてみたいと思ったときに読む本 大隅 紀子∥著 コスモピア 810/ﾆ/

マイ・プレゼント 青山 美智子∥著 PHP研究所 913.6/ｱ/

とんこつQ&A 今村 夏子∥著 講談社 913.6/ｲ/

空を駆ける 梶 よう子∥著 集英社 913.6/ｶ/

任俠楽団 今野 敏∥著 中央公論新社 913.6/ｺ/

紅だ! 桜庭 一樹∥著 文藝春秋 913.6/ｻ/

恋ふらむ鳥は 澤田 瞳子∥著 毎日新聞出版 913.6/ｻ/

先祖探偵 新川 帆立∥著 角川春樹事務所 913.6/ｼ/

腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる∥著 双葉社 913.6/ｽ/

作家刑事毒島の嘲笑 中山 七里∥著 幻冬舎 913.6/ﾅ/

紙の梟 貫井 徳郎∥著 文藝春秋 913.6/ﾇ/

こいごころ 畠中 恵∥著 新潮社 913.6/ﾊ/

財布は踊る 原田 ひ香∥著 新潮社 913.6/ﾊ/

よって件のごとし 宮部 みゆき∥著 KADOKAWA 913.6/ﾐ/

嫌いなら呼ぶなよ 綿矢 りさ∥著 河出書房新社 913.6/ﾜ/

パリの空の下で、息子とぼくの3000日 辻 仁成∥著 マガジンハウス 914/ﾂ/

スマホになじんでおりません 群 ようこ∥著 文藝春秋 914/ﾑ/

飛び立つ季節 沢木 耕太郎∥著 新潮社 915/ｻ/

お江戸暮らし 杉浦 日向子∥著 筑摩書房 B210.5/ｽ/

奇跡のバックホーム 横田 慎太郎∥[著] 幻冬舎 B783.7/ﾖ/

番所医はちきん先生休診録　4 井川 香四郎∥[著] 幻冬舎 B913.6/ｲ/4

お柳、一途 宇江佐 真理∥著 朝日新聞出版 B913.6/ｳ/

八丁越 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 B913.6/ｻ/

聖夜のおでん 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所 B913.6/ﾔ/

わたしたちの登る丘 アマンダ　ゴーマン∥著 文藝春秋 B931/ｺﾞ/

終戦日記一九四五 エーリヒ　ケストナー∥著 岩波書店 B945/ｹ/

漂流日本左翼史 池上 彰∥著 講談社 S309/ｲ/

プーチンの正体 黒井 文太郎∥著 宝島社 S319/ｸ/

第三次世界大戦はもう始まっている エマニュエル　トッド∥著 文藝春秋 S319/ﾄ/

もの忘れをこれ以上増やしたくない人が読む本 松原 英多∥[著] 講談社 S498.39/ﾏ/

人生は70代で決まる 綾小路 きみまろ∥著 幻冬舎 S779/ｱ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


