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タイトル 著者など 出版社 請求記号

紙と鉛筆で身につける
データサイエンティストの仮説思考

孝忠 大輔∥編著 翔泳社 007.60/ｺ/

新・臨床心理士になるために '22
日本臨床心理士資格
認定協会∥監修

誠信書房 146/ｼ/22

恐い間取り 3 松原 タニシ∥著 二見書房 147/ﾏ/3

書く瞑想 古川 武士∥著 ダイヤモンド社 159/ﾌ/

気軽に行きたい四国遍路旅 後藤 さおり∥著 天夢人 186/ｺﾞ/

世界史を変えた独裁者たちの食卓　上 クリスティアン　ルドー∥著 原書房 280/ﾙ/1

荒畑寒村 川村 邦光∥著 ミネルヴァ書房 289.1/ｶ/

黒田孝高 中野 等∥著 吉川弘文館 289.1/ﾅ/

地球の歩き方JOJOジョジョの奇妙な冒険 地球の歩き方 290/ﾁ/

県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー 田仕 雅淑∥著 技術評論社 291/ﾀ/

年寄りは本気だ 養老 孟司∥著 新潮社 304/ﾖ/

ウラジーミル・プーチンの頭のなか ミシェル　エルチャニノフ∥著 すばる舎 311/ｴ/

ウクライナ3.0 米国・NATOの代理戦争の裏側 塩原 俊彦∥著 社会評論社 319/ｼ/

ヒトラーに傾倒した男 増田 剛∥著 論創社 319/ﾏ/

株主優待ハンドブック　'2022-2023年版 日本経済新聞出版∥編 日経BP日本経済新聞出版 338/ｶ/22

amazonのすごい人事戦略 佐藤 将之∥著 東洋経済新報社 336.4/ｻ/

美とミソジニー シーラ　ジェフリーズ∥著 慶應義塾大学出版会 367.1/ｼﾞ/

ルポ誰が国語力を殺すのか 石井 光太∥著 文藝春秋 372/ｲ/

きらわれ虫の真実 谷本 雄治∥著 太郎次郎社エディタス 486/ﾀ/

びっくり深海魚 尼岡 邦夫∥著 エクスナレッジ 487/ｱ/

どうせ死ぬなら自宅がいい 近藤 誠∥著 エクスナレッジ 490.15/ｺ/

医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のこと 森田 豊∥著 自由国民社 493.758/ﾓ/

感覚過敏の僕が感じる世界 加藤 路瑛∥著 日本実業出版社 493.937/ｶ/

自分でできる!人生が変わる緑内障の新常識 平松 類∥著 ライフサイエンス出版 496.36/ﾋ/

やさしい建設業簿記と経理実務 鈴木 啓之∥著 日本法令 510/ｽ/

自動車のしくみパーフェクト事典 古川 修∥監修 ナツメ社 537/ｼﾞ/

71歳、年金月5万円、
あるもので工夫する楽しい節約生活

紫苑∥著 大和書房 590/ｼ/

楽しくできる!DIYで作る家具・小物 山田 芳照∥著 ナツメ社 592/ﾔ/

有名店・人気店の進化するそば打ちの技術 旭屋出版「近代食堂」編集部∥編著 旭屋出版 596.38/ﾕ/

源流居酒屋 よーこ∥著 山と溪谷社 596.4/ﾖ/

狩猟生活 'VOL.11 山と溪谷社 659/ｼ/11

　〈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

百億の昼と千億の夜 萩尾 望都∥著 河出書房新社 726/ﾊ/

終止符のない人生 反田 恭平∥著 幻冬舎 762/ｿ/

子どもに「続けたい!」と言わせるピアノレッスン 船越 清佳∥著
ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス 763/ﾌ/

暑さを味方につける<HEAT>トレーニング 中村 大輔∥著 扶桑社 780/ﾅ/

登山のダメージ&体のトラブル解決法 木元 康晴∥編 山と溪谷社 786/ﾄ/

絵本翻訳教室へようこそ 灰島 かり∥著 研究社 801/ﾊ/

翻訳書簡『赤毛のアン』をめぐる言葉の旅 上白石 萌音∥著 NHK出版 837/ｶ/

あの胸が岬のように遠かった 永田 和宏∥著 新潮社 911.1/ﾅ/

終活中毒 秋吉 理香子∥著 実業之日本社 913.6/ｱ/

夜の道標 芦沢 央∥著 中央公論新社 913.6/ｱ/

見つけたいのは、光。 飛鳥井 千砂∥著 幻冬舎 913.6/ｱ/

此の世の果ての殺人 荒木 あかね∥著 講談社 913.6/ｱ/

ハヤブサ消防団 池井戸 潤∥著 集英社 913.6/ｲ/

最後の鑑定人 岩井 圭也∥著 KADOKAWA 913.6/ｲ/

掌に眠る舞台 小川 洋子∥著 集英社 913.6/ｵ/

レジデンス 小野寺 史宜∥著 KADOKAWA 913.6/ｵ/

競争の番人　2 新川 帆立∥著 講談社 913.6/ｼ/2

噓つきジェンガ 辻村 深月∥著 文藝春秋 913.6/ﾂ/

汝、星のごとく 凪良 ゆう∥著 講談社 913.6/ﾅ/

レッドゾーン 夏川 草介∥著 小学館 913.6/ﾅ/

家裁調査官・庵原かのん 乃南 アサ∥著 新潮社 913.6/ﾉ/

若葉荘の暮らし 畑野 智美∥著 小学館 913.6/ﾊ/

あの子とQ 万城目 学∥著 新潮社 913.6/ﾏ/

あした何着よう 林 真理子∥著 マガジンハウス 914/ﾊ/

永六輔大遺言 さだ まさし∥著 小学館 B289.1/ｻ/

内憂 上田 秀人∥著 光文社 B913.6/ｳ/

珈琲店タレーランの事件簿  8 岡崎 琢磨∥著 宝島社 B913.6/ｵ/8

とむらい屋颯太 梶 よう子∥著 徳間書店 B913.6/ｶ/

御留山 佐伯 泰英∥著 文藝春秋 B913.6/ｻ/

あきない世傳金と銀  13 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B913.6/ﾀ/13

<閲覧注意>ネットの怖い話クリーピーパスタ ミスタークリーピーパスタ∥編 早川書房 B933/ｴ/

田舎医者/断食芸人/流刑地で カフカ∥著 光文社 B943/ｶ/

22世紀の民主主義 成田 悠輔∥著 SBクリエイティブ S311/ﾅ/

70歳の正解 和田 秀樹∥著 幻冬舎 S367.7/ﾜ/

物理の4大定数 小谷 太郎∥著 幻冬舎 S420/ｺ/

家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い 獅城 けい∥著 高文研 Y367.6/ｼ/

はじめて読む!海外文学ブックガイド 越前 敏弥∥[ほか]著 河出書房新社 Y902/ﾊ/

　〈芸術・趣味・言語〉

〈文学一般・日本文学〉

　〈文庫本〉

　〈新書等〉


