
新着図書

書名 著者 出版者 請求記号

犬がいた季節 伊吹/有喜 双葉社 913.6/イ

繕い屋［金のうさぎと七色チョコレート］ 矢崎/存美 講談社 913.6/ヤ

学園キノ（7）　＜電撃文庫＞ 時雨沢/恵一 KADOKAWA 913.6/シ

幻夢の英雄 ラムレイ 青心社(発売) 933.7/ラ

夜が暗いとはかぎらない　＜ポプラ文庫＞ 寺地/はるな ポプラ社 913.6/テ

ごった煮のおもしろさ

『熊野山略記』を読む
桐村/英一郎 はる書房

175.966/

キ

かがみの孤城（上・下）　＜ポプラ文庫＞ 辻村/深月 ポプラ社 913.6/ツ

高校生のわたしが精神科病院に入り自

分のなかの神様とさよならするまで
もつお KADOKAWA 916/モ

日本の色　＜コロナ・ブックス＞ コロナ・ブックス編集部 平凡社 757.3/ヘ

素人ですが、デザインしてみました。 京田クリエーション パイインターナショナル 727/キ

ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー　＜新潮文庫＞
ブレイディみかこ 新潮社 916/ブ

桑名藩 郡/義武 現代書館 215.6/コ

カンタン総まとめ就活の一般常識

&時事（2023年度版）
就職情報研究会 実務教育出版

307.8/シ

/2023

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中/英樹 ぺりかん社 369.1/タ

ムズカシそうなSDGsのことがひと目

でやさしくわかる本
本田/亮 小学館 333.8/ホ

未来を変えるレストラン 小林/深雪 講談社 611.3/コ

平和の女神さまへ 平和ってなんですか? 小手鞠/るい 講談社 319.8/コ

海の家のぶたぶた　＜光文社文庫＞ 矢崎/存美 光文社 913.6/ヤ

教科で学ぶSDGs学 稲葉/茂勝 今人舎 333.8/イ

新・運動会で1番になる方法 増補改訂版 深代/千之 ラウンドフラット 782.3/フ

パーフェクト配色ブック 武川/カオリ パイインターナショナル 757.3/ム

色にいでにけり　＜文春文庫＞ 坂井/希久子 文藝春秋 913.6/サ

就活のやり方<いつ・何を・どう?>ぜん

ぶ!（2023年度版）
就職情報研究会 実務教育出版

377.95/シ

/2023

マラソンランナーへの道 鍋倉/賢治 大修館書店 782.3/ナ



マラソンランナーへの道（続） 鍋倉/賢治 大修館書店 782.3/ナ

春や春　＜光文社文庫＞ 森谷/明子 光文社 913.6/モ

南風(みなみ)吹く　＜光文社文庫＞ 森谷/明子 光文社 913.6/モ

言葉の園のお菓子番＜だいわ文庫＞ ほしお/さなえ 大和書房 913.6/ホ

和装の描き方 YANAMi 玄光社 726.5/ヤ

孟子　＜角川ソフィア文庫＞ 佐野/大介 KADOKAWA 123.8/モ

ぶたぶた図書館　＜光文社文庫＞ 矢崎/存美 光文社 913.6/ヤ

極(エッセンシャル)アウトプット

[「伝える力」で人生が決まる]
樺沢/紫苑 小学館 361.4/カ

みんなに好かれなくていい 和田/秀樹 小学館 361.4/ワ

相手の身になる練習 鎌田/實 小学館 159.7/カ

就職四季報優良・中堅企業版

（2022年版）
東洋経済新報社 東洋経済新報社

377.95/ト

/2022

就職四季報女子版（2022年版） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 377.9/ト

就職四季報[総合版]（2022年版） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 377.9/ト

大学入試マンガで倫理が面白いほどわかる本 相澤/理 KADOKAWA 307/ア

高3から追い抜くWEB玉式超効率勉強法 玉先生 KADOKAWA 376.8/タ

大学入学共通テスト世界史Bの点数

面白いほどとれる一問一答
清水/裕子 KADOKAWA 209/シ

大学入学共通テスト倫理、政治・経済

の点数が面白いほどとれる一問一答
栂/明宏 KADOKAWA 307/ト

大学入学共通テスト日本史Bの点数が

面白いほどとれる一問一答
鈴木/和裕 KADOKAWA 210/ス

大学入学共通テスト地理Bの点数が

面白いほどとれる一問一答
森/雄介 KADOKAWA 290/モ

准看護学校入試問題解答集[英語・

数学・理科・社会・国語]（2022年版）
入試問題編集部 啓明書房

376.8/ニ

/2022

親の期待に応えなくていい 鴻上/尚史 小学館 367.3/コ

兇人邸の殺人 今村/昌弘 東京創元社 913.6/イ

きつねの橋 久保田/香里 偕成社 913.6/ク

絵物語古事記 富安/陽子 偕成社 913.2/ト



清少納言を求めて、フィンランドから

京都へ
ミア・カンキマキ 草思社

993.616/

カ

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」が

わかる本[文化史]
金谷/俊一郎 ナガセ 210.12/カ

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」が

わかる本[原始・古代史]
金谷/俊一郎 ナガセ 210.3/カ

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」

わかる本[中世・近世史]
金谷/俊一郎 ナガセ 210.4/カ

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」が

わかる本[近現代史]
金谷/俊一郎 ナガセ 210.6/カ

大学の学科図鑑　改訂版 石渡/嶺司 SBクリエイティブ 376.8/イ

蔭山の共通テスト現代社会 蔭山/克秀 学研プラス 307/カ

もえぎ草子　＜くもんの児童文学＞ 久保田/香里 くもん出版 913.6/ク

天職攻略大図鑑王様からの求人票 JUNZO プレジデント社 366.2/ジ

後悔するイヌ、噓をつくニワトリ

＜ハヤカワ文庫 NF＞

ペーター・ヴォール

レーベン
早川書房 481.78/ヴ

ぶたぶたの本屋さん　＜光文社文庫＞ 矢崎/存美 光文社 913.6/ヤ

13歳からの食と農 関根/佳恵 かもがわ出版 611.7/セ

高校生からの韓国語入門 稲川/右樹 筑摩書房 829.1/イ

シリアの戦争で、友だちが死んだ 桜木/武史 ポプラ社 302.2/サ

ヨンケイ!! 天沢/夏月 ポプラ社 913.6/ア

一冊でわかるロシア史 関/眞興 河出書房新社 238/セ

北欧神話物語　新版 K・クロスリイ‐ホランド 青土社 164.3/ク

ロバのサイン会　＜光文社文庫＞ 吉野/万理子 光文社 913.6/ヨ

少女と少年と海の物語 クリス・ヴィック 東京創元社 933.7/ヴ

リアルでゆかいなごみ事典 滝沢/秀一 大和書房 518.5/タ

美貌のひと］（2）　＜PHP新書＞ 中野/京子 PHP研究所 723/ナ

若冲になったアメリカ人 ジョー・D.プライス 小学館 721/プ

帝都千一夜　＜小学館文庫＞ 三木/笙子 小学館 913.6/ミ

世界でいちばん幸せな男[101歳

アウシュヴィッツ生存者が語る美しい

人生の見つけ方]

エディ・ジェイク 河出書房新社 936/ジ



36歳、名門料理学校に飛び込む

![リストラされた彼女の決断]
キャスリーン・フリン 柏書房 936/フ

モノレールねこ　＜文春文庫＞ 加納/朋子 文藝春秋 913.6/カ

Hawaii神秘の物語と楽園の絶景

[ハワイの人々が愛する100の神話]
森出/じゅん パイインターナショナル 164.76/モ

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤/愛子 小学館 914.6/サ

九十歳。何がめでたい

＜小学館文庫＞　増補版
佐藤/愛子 小学館 914.6/サ

アンドロイドの恋なんて、おとぎ話

みたいってあなたは笑う?

　＜ポプラ文庫ピュアフル＞

青谷/真未 ポプラ社 913.6/ア

鹿乃江さんの左手　＜ポプラ文庫＞ 青谷/真未 ポプラ社 913.6/ア

マンガ孫子・韓非子の思想

＜講談社文庫＞
蔡/志忠 講談社 399.23/ソ

ちはやふる（46） 末次/由紀 講談社 726.1/ス

ちはやふる（47） 末次/由紀 講談社 726.1/ス

会社四季報業界地図（2022年版） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 602/ト

オルレアンの魔女 稲羽/白菟 二見書房 913.6/イ

星天の兄弟 菅野/雪虫 東京創元社 913.6/ス

武器ではなく命の水をおくりたい

中村哲医師の生き方
宮田/律 平凡社 498/ナ

宝の船　＜ハルキ文庫＞ 篠/綾子 角川春樹事務所 913.6/シ

神様の果物　＜ハルキ文庫＞ 篠/綾子 角川春樹事務所 913.6/シ

純喫茶パオーン 椰月/美智子 角川春樹事務所 913.6/ヤ

防災ハンドメイド

[100均グッズで作れちゃう!]
辻/直美 KADOKAWA 369.3/ツ

白い土地[ルポ福島

「帰還困難区域」とその周辺]
三浦/英之 集英社クリエイティブ 369.36/ミ

一冊でわかるトルコ史 関/眞興 河出書房新社 227.4/セ

大切な人は今もそこにいる

[ひびきあう賢治と東日本大震災]
千葉/望 理論社 369.31/チ

総理の夫 原田/マハ 実業之日本社 913.6/ハ



結[妹背山婦女庭訓波模様] 大島/真寿美 文藝春秋 913.6/オ

リアル（15） 井上/雄彦 集英社 726.1/イ

お話のたきぎをあつめる人 ローレンティン妃 徳間書店 949.3/ロ

おしゃれ防災アイデア帖[日々の暮らし

に馴染み、“もしも”の時は家族を守る

70の備え]

Misa 山と溪谷社 369.3/ミ

防災BOOK[地震・水害・コロナウイル

ス…に備える]
マガジンハウス 369.3/マ

チポロ 菅野/雪虫 講談社 913.6/ス

ムハンマドのことば ＜岩波文庫＞ 小杉/泰 岩波書店 167.3/コ

ヴァイオレット・エヴァーガーデン

（上）　＜KAエスマ文庫＞
暁/佳奈 京都アニメーション

913.6/ア/

上

ヴァイオレット・エヴァーガーデン

（下）　＜KAエスマ文庫＞
暁/佳奈 京都アニメーション

913.6/ア/

下

ヴァイオレット・エヴァーガーデン（外

伝）　＜KAエスマ文庫＞
暁/佳奈 京都アニメーション

913.6/ア/

外伝

ヴァイオレット・エヴァーガーデン［エ

ヴァー・アフター］

＜KAエスマ文庫＞

暁/佳奈 京都アニメーション 913.6/ア

天使たちの課外活動［ガーディ少年と暁

の天使］（7）(8)
茅田/砂胡 中央公論新社 913.6/カ

ウチにブタがいます

[東京黒毛和豚風太郎]
尾代/ゆうこ 文藝春秋 645.5/オ

太陽の木の枝[ジプシーのむかしばなし] フィツォフスキ 福音館書店 989.8/フ

宇宙の春 ケン・リュウ 早川書房 933.7/リ

熊野古道を歩いています。

[山本まりこ写真集]
山本/まりこ写真・文 日本カメラ社 748/ヤ

ヤマトグループ100年史
ヤマトホールディング

ス株式会社編集
ヤマトホールディングス 685.9/ヤ

祭時記

[すばらしき三重の祭りと民俗行事]
北出/正之 月兎舎

386.156/

キ



ブッダの獅子吼

[原始仏典・法華経の仏教入門]
北川/達也 COBOL 183/キ

祈り方が9割[願いが叶う神社参り入門] 北川/達也 COBOL 175/キ

やっぱり、このゴミは収集できません

[ゴミ清掃員がやばい現場で考えたこと]
滝沢/秀一 白夜書房 518.54/タ

三国志名臣列伝（魏篇） 宮城谷/昌光 文藝春秋 913.6/ミ

星影さやかに 古内/一絵 文藝春秋 913.6/フ

青空と逃げる　＜中公文庫＞ 辻村/深月 中央公論新社 913.6/ツ

夜明けのすべて 瀬尾/まいこ 水鈴社 913.6/セ

硝子の塔の殺人 知念/実希人 実業之日本社 913.6/チ

プラスチック汚染とは何か

＜岩波ブックレット＞
枝廣/淳子 岩波書店 519.4/エ

絵本のお菓子　＜momo book＞ 太田/さちか マイルスタッフ 596.6/オ

木のストロー 西口/彩乃 扶桑社 519.1/ニ

未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth Think the Earth 333.8/シ

ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー
ブレイディみかこ 新潮社 916/ブ/2

琥珀の夏 辻村/深月 文藝春秋 913.6/ツ

人は愛するに足り、真心は信ずるに足る

[アフガンとの約束]　＜岩波現代文庫＞
中村/哲 岩波書店 498/ナ


