
新着図書情報

書名 著者 出版者 請求記号

自分のミライの見つけ方[いつか

働くきみに伝えたい『やりたい

こと探し』より大切なこと]

児美川/孝一郎‖著 旬報社 159.4/コ

平安男子の元気な!生活

＜岩波ジュニア新書＞
川村/裕子‖著 岩波書店 210.3/カ

平安女子の楽しい!生活

＜岩波ジュニア新書＞
川村/裕子‖著 岩波書店 210.3/カ

一冊でわかる韓国史 六反田/豊‖監修 河出書房新社 221/ロ

一冊でわかるインド史 水島/司‖監修 河出書房新社 225/ミ

ヨーロッパ史入門[原形から近代

への胎動]　＜岩波ジュニア新書＞
池上/俊一‖著 岩波書店 230/イ

図説チェコとスロヴァキアの歴史 薩摩/秀登‖著 河出書房新社 234.8/サ

一冊でわかるドイツ史 関/眞興‖著 河出書房新社 234/セ

一冊でわかるイタリア史 北原/敦‖監修 河出書房新社 237/キ

一冊でわかるアメリカ史 関/眞興‖著 河出書房新社 253.01/

熊野謎解きめぐり 後/誠介‖著 はる書房 291.6/ウ

新しい防災のきほん事典 永田/宏和‖監修 朝日新聞出版 369.3/ナ

親を頼らないで生きるヒント

[家族のことで悩んでいるあなたへ]

＜岩波ジュニア新書＞

コイケ/ジュンコ‖著 岩波書店 369/コ

アイルランド妖精物語 高畑/吉男‖著 戎光祥出版 388.3/タ

はぐれイワシの打ち明け話 ビル・フランソワ‖著 光文社 481/フ

No.1図鑑 昆虫 大谷/智通‖著 文響社 486/オ

すばらしい人体[あなたの体を

めぐる知的冒険]
山本/健人‖著 ダイヤモンド社 490.4/ヤ

最強脳[『スマホ脳』ハンセン先

生の特別授業]　＜新潮新書＞
ハンセン‖著 新潮社

491.371/

ハ

希望の一滴[中村哲、アフガン

最期の言葉]
中村/哲‖著 西日本新聞社 498/ナ

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」

[中村哲が本当に伝えたかったこと]
中村/哲‖著 NHK出版 498/ナ



DIYの楽しみ方 赤尾/宣幸‖著 セルバ出版 527/ア

ネットとSNSを安全に使いこなす方法 ストウェル‖著 東京書籍 547/ス

ニンジンでトロイア戦争に勝つ方法

[世界を変えた20の野菜の歴史]（上・下）
レベッカ・ラップ‖著 原書房 626/ラ

スヌーパー君がいた40日[避難所

の小学校で起こった小さな奇跡]
丹/由美子‖著 山と溪谷社 645.6/タ

商業美術家の逆襲[もうひとつ

日本美術史]　＜NHK出版新書＞
山下/裕二‖著 NHK出版 702/ヤ

絵を見る技術 秋田/麻早子‖著 朝日出版社 720/ア

絵の中のモノ語り 中野/京子‖著 KADOKAWA 723/ナ

アシガール（15冊）

＜マーガレットコミックス＞
森本/梢子‖著 集英社 726.1/モ

バーナムの骨[ティラノサウルスを

発見した化石ハンターの物語]

トレイシー・E.

ファーン‖文
光村教育図書 726/フ

ものがたり日本音楽史

＜岩波ジュニア新書＞
徳丸/吉彦‖著 岩波書店 762.1/ト

笑撃!オレンジのいじめ絶滅計画

[死にたい毎日が楽しい日々に

変わる人生の瞬間]

オレンジ‖著 ビジネス社 779/オ

イントゥ・ザ・プラネット[あり

えないほど美しく、とてつもなく

恐ろしい水中洞窟への旅]

ジル・ハイナース‖著 新潮社 785/ハ

強者の流儀 朝倉/未来‖著 KADOKAWA 789/ア

月曜日の抹茶カフェ 青山/美智子‖著 宝島社 913.6/ア

本のエンドロール

＜講談社文庫＞
安藤/祐介‖[著] 講談社 913.6/ア

赤と青とエスキース 青山/美智子‖著 PHP研究所 913.6/ア

神様の御用人（5冊）

＜メディアワークス文庫＞
浅葉/なつ‖[著] KADOKAWA 913.6/ア

牛鬼の滝 宇江/敏勝‖著 新宿書房 913.6/ウ

黄金色の夜 宇江/敏勝‖著 新宿書房 913.6/ウ

狸の腹鼓 宇江/敏勝‖著 新宿書房 913.6/ウ

サウスバウンド　＜講談社文庫＞ 奥田/英朗‖[著] 講談社 913.6/オ



小説牡丹灯籠 大橋/崇行‖著 二見書房 913.6/オ

Kの昇天[或はKの溺死]

＜乙女の本棚＞
梶井/基次郎‖著 立東舎 913.6/カ

チーム・バチスタの栄光

＜宝島社文庫＞
海堂/尊‖著 宝島社 913.6/カ

極北クレイマー2008

＜宝島社文庫＞
海堂/尊‖[著] 講談社 913.6/カ

くるみ割り人形 熊川/哲也‖芸術監修 303 BOOKS 913.6/ク

虹いろ図書館のへびおとこ 櫻井/とりお‖著 河出書房新社 913.6/サ

虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井/とりお‖著 河出書房新社 913.6/サ

まるまるの毬　＜講談社文庫＞ 西條/奈加‖[著] 講談社 913.6/サ

サード・キッチン 白尾/悠‖著 河出書房新社 913.6/シ

月夜の島渡り　＜角川ホラー文庫＞ 恒川/光太郎‖[著] KADOKAWA 913.6/ツ

連続殺人鬼カエル男

＜宝島社文庫＞
中山/七里‖著 宝島社 913.6/ナ

連続殺人鬼カエル男ふたたび

＜宝島社文庫＞
中山/七里‖著 宝島社 913.6/ナ

流浪の月 凪良/ゆう‖著 東京創元社 913.6/ナ

秘密に満ちた魔石館（3） 廣嶋/玲子‖作 PHP研究所 913.6/ヒ

山亭ミアキス 古内/一絵‖著 KADOKAWA 913.6/フ

コージーボーイズ、あるいは

消えた居酒屋の謎
笛吹/太郎‖著 東京創元社 913.6/フ

おばちゃんたちのいるところ

＜中公文庫＞
松田/青子‖著 中央公論新社 913.6/マ

ちえもん　＜小学館文庫＞ 松尾/清貴‖著 小学館 913.6/マ

écriture新人作家・杉浦李奈の推論

＜角川文庫＞
松岡/圭祐‖著 KADOKAWA 913.6/マ

écriture新人作家・杉浦李奈の推論（2）

　＜角川文庫＞
松岡/圭祐‖著 KADOKAWA 913.6/マ

コンビニ兄弟[テンダネス門司港

こがね村店]（2）＜新潮文庫nex＞
町田/そのこ‖著 新潮社 913.6/マ

仏果を得ず　＜双葉文庫＞ 三浦/しをん‖著 双葉社 913.6/ミ

ドキュメント 湊/かなえ‖著 KADOKAWA 913.6/ミ



コンビニたそがれ堂 空の童話

＜ポプラ文庫ピュアフル＞
村山/早紀‖[著] ポプラ社 913.6/ム

カフェかもめ亭　＜ポプラ文庫

ピュアフル＞
村山/早紀‖[著] ポプラ社 913.6/ム

満月珈琲店の星詠み［ライオンズ

ゲートの奇跡］＜文春文庫＞
望月/麻衣‖著 文藝春秋 913.6/モ

湯どうふ牡丹雪[長兵衛天眼帳] 山本/一力‖著 KADOKAWA 913.6/ヤ

やっぱり食べに行こう。

＜毎日文庫＞
原田/マハ‖著 毎日新聞出版 915.6/ハ

モンテレッジォ小さな村の旅する

本屋の物語　＜文春文庫＞
内田/洋子‖著 文藝春秋 916/ウ

クリスマスの幽霊 ウェストール‖作 徳間書店 933.7/ウ

ハムネット オファーレル‖著 新潮社 933.7/オ

謎のクィン氏　＜ハヤカワ文庫＞ クリスティー‖著 早川書房 933.7/ク

モギちいさな焼きもの師
リンダ・スー・

パーク‖著
あすなろ書房 933.7/パ

ベンジャミン・バトン

　＜角川文庫＞
フィツジェラルド‖著 角川書店 933.7/フ

騎士の掟 イーサン・ホーク‖著 パンローリング 933.7/ホ

炉辺荘のアン　＜文春文庫＞ モンゴメリ‖著 文藝春秋 933.7/モ

五月の鷹 アン・ローレンス‖著 サウザンブックス社 933.7/ロ

クリスマスのこねこたち ステイントン‖文 徳間書店 933/ス

サンタクロースのしろいねこ ステイントン‖文 徳間書店 933/ス

混沌の王 ポール・アルテ‖著 行舟文化 953.7/ア

戦場の希望の図書館[瓦礫から

取り出した本で図書館を作った人々]

デルフィーヌ・

ミヌーイ‖著
東京創元社 956/ミ

アウシュヴィッツ生還者からあなたへ

（No.1054）
リリアナ・セグレ‖著 岩波書店 976/セ

ウィッチャー短篇集［最後の願い］

＜ハヤカワ文庫 FT＞

アンドレイ・サプ

コフスキ‖著
早川書房 989.8/サ


