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タイトル 著者など 出版社 請求記号

どう使う?学校図書館と
1人1台端末はじめの一歩

全国学校図書館協議会『どう使
う?学校図書館と1人1台端末はじ
めの一歩』編集委員会∥編著

全国学校図書館協議会 017/ﾄﾞ/

インターネットにおける
誹謗中傷法的対策マニュアル

中澤 佑一∥著 中央経済社 007.3/ﾅ/

コウノトリ婚活 仁蓉 まよ∥著 評言社 152/ﾆ/

佐久間宣行のずるい仕事術 佐久間 宣行∥著 ダイヤモンド社 159/ｻ/

勝手に集中力がつく1分ドリル 池田 義博∥著 サンマーク出版 141/ｲ/

生きベタさん 釈 徹宗∥著 講談社 159/ｼ/

太平洋の試練 レイテから終戦まで イアン　トール∥著 文藝春秋 210.7/ﾄ/1

古代の都市 パトリシア　ダニエルズ∥[著] 日経ナショナルジオグラフィック社209/ﾀﾞ/

危機の外交 岡本 行夫∥著 新潮社 289.1/ｵ/

島田三郎 武藤 秀太郎∥著 ミネルヴァ書房 289.1/ﾑ/

孔明に訊け! 四葉 夕ト∥協力 講談社 289.2/ｺ/

地球の歩き方 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方 290/ﾁ/10-2

ロシア点描 小泉 悠∥著 PHP研究所 302.3/ｺ/

法律を読む技術・学ぶ技術 吉田 利宏∥著 ダイヤモンド社 321/ﾖ/
誤解されがちな言葉を
好かれる表現に変える言いかえ事典200

磯部 らん∥著 秀和システム 336.4/ｲ/

ポストモーテム 日経コンピュータ∥著 日経BP 338/ﾎﾟ/

「コミュ障」のための社会学 岩本 茂樹∥著 中央公論新社 361/ｲ/

母親になって後悔してる オルナ　ドーナト∥著 新潮社 367.3/ﾄﾞ/

昆虫食の歴史 ジーナ　ルイーズ　ハンター∥著 原書房 383.8/ﾊ/

補給戦 マーチン　ファン　クレフェルト∥著 中央公論新社 395/ｸ/

学びなおし中学・高校の生物 ニュートンプレス 460/ﾏ/

海大図鑑 倉本 圭∥監修 ニュートンプレス 452/ｳ/

いきもの六法 中島 慶二∥監修 山と溪谷社 480/ｲ/

となりのハト 柴田 佳秀∥著 山と溪谷社 488/ｼ/

すごい酪酸菌 江田 証∥著 幻冬舎 491.346/ｴ/

「天気が悪いと調子が悪い」を自分で治す本 佐藤 純∥著 アスコム 498.41/ｻ/

歩いて、食べる京都の
おいしい名建築さんぽ

甲斐 みのり∥著 エクスナレッジ 523/ｶ/

87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良 美智子∥著 すばる舎 590/ﾀ/

365日の幼児食 homeal∥著 KADOKAWA 599/ｻ/

「生活の木」の暮らしのハーブ365日
生活の木メディカルハーブ
ガーデン薬香草園∥監修 家の光協会 617/ｾ/

小さな庭をつくる 河野 義雄∥著 NHK出版 629/ｺ/

コールセンターもしもし日記 吉川 徹∥著 三五館シンシャ 673/ﾖ/

　〈自然科学・動植物・医学〉

　〈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〉



タイトル 著者など 出版社 請求記号

人生はごちそう 田村 セツコ∥著 あさ出版 726/ﾀ/

世界遺産ガイド 古田 陽久∥著 シンクタンクせとうち総合研究機構 709/ｾ/

スクリーンに息づく愛しき人びと 熊沢 誠∥著 耕文社 778/ｸ/

母 青木 さやか∥著 中央公論新社 779/ｱ/

砂まみれの名将 加藤 弘士∥著 新潮社 783.7/ｶ/

自転車キャンプ大全 田村 浩∥著 技術評論社 786/ﾀ/

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾∥著 集英社 913.6/ﾋ/

あの図書館の彼女たち ジャネット　スケスリン　チャールズ∥著 東京創元社 933/ｽ/

剣持麗子のワンナイト推理 新川 帆立∥著 宝島社 913.6/ｼ/

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎∥著 幻冬舎 913.6/ｲ/

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子∥著 KADOKAWA 913.6/ﾕ/

花散る里の病棟 帚木 蓬生∥著 新潮社 913.6/ﾊ/

脱北航路 月村 了衛∥著 幻冬舎 913.6/ﾂ/

八月の母 早見 和真∥著 KADOKAWA 913.6/ﾊ/

公孫龍 宮城谷 昌光∥著 新潮社 913.6/ﾐ/2

朱色の化身 塩田 武士∥著 講談社 913.6/ｼ/

ハロー・グッドバイ 小路 幸也∥著 集英社 913.6/ｼ/

花屋さんが言うことには 山本 幸久∥著 ポプラ社 913.6/ﾔ/

スタッフロール 深緑 野分∥著 文藝春秋 913.6/ﾌ/

大人の流儀 伊集院 静∥著 講談社 914/ｲ/11

猿と猿回し 畠山 健二∥著 内外出版社 914/ﾊ/

ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子∥著 新潮社 916/ﾉ/

古本食堂 原田　ひ香∥著 角川春樹事務所 913.6/ﾊ/

ビブリア古書堂の事件手帖 三上 延∥[著] KADOKAWA B913.6/ﾐ/2-3

これは経費で落ちません! 青木 祐子∥著 集英社 B913.6/ｱ/9

マーダーハウス 五十嵐 貴久∥著 実業之日本社 B913.6/ｲ/

退き口 上田 秀人∥著 徳間書店 B913.6/ｳ/

大江戸少女カゲキ団 中島 要∥著 角川春樹事務所 B913.6/ﾅ/5

犬のしっぽ、猫のひげ 石黒 由紀子∥[著] 幻冬舎 B645/ｲ/

80歳の壁 和田 秀樹∥著 幻冬舎 S159/ﾜ/

この30年の小説、ぜんぶ 高橋 源一郎∥著 河出書房新社 S019/ﾀ/

北海道を味わう 小泉 武夫∥著 中央公論新社 S596.04/ｺ/

大人のソロキャンプ入門 ヒロシ∥著 SBクリエイティブ S786/ﾋ/

ぶっちゃけ、誰が国を動かしている
のか教えてください

西田 亮介∥著 日本実業出版社 Y312/ﾆ/

土木技術者になるには 三上 美絵∥著 ぺりかん社 Y510/ﾐ/

漢字ハカセ、研究者になる 笹原 宏之∥著 岩波書店 Y811/ｻ/

スペシャルQトなぼくら 如月 かずさ∥著 講談社 Y913.6/ｷ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


