
※このリストの中には、新刊用本棚にない本もあります。

　購入した本」で、まずその方に貸出する本など）

書名 著者 出版社 請求記号

　＊　２００  歴史　＊

九州戦国城郭史 岡寺 良／著 吉川弘文館 219/ｵ/

家政婦は見た! 木下 純代／著 双葉社 289.1/ﾉ/

JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷 はるか／著 河出書房新社 292.5/ｸ/

写真と地図でたどるパリ歴史散歩
パスカル・ヴァレ
ジカ／著

原書房 293.5/ｳﾞ/

　＊　３００  社会科学　＊

さまよえる韓国人 武藤 正敏／著 ワック 302.2/ﾑ/

AI監獄ウイグル
ジェフリー・ケイ
ン／著

新潮社 316.8/ｹ/

ルポコロナ禍の移民たち 室橋 裕和／著 明石書店 334.4/ﾑ/

2000億円超を運用した伝説のファンドマ
ネジャーの株トレ

窪田 真之／著 ダイヤモンド社 338.1/ｸ/

ニュージーランドの保育園で働いてみた 谷島 直樹／著 ひとなる書房 376.1/ﾔ/

絡まり合う生命 奥野 克巳／著 亜紀書房 389/ｵ/

　＊　４００  自然科学　＊

ビーカーくんがゆく!工場・博物館・実験施
設

うえたに夫婦／著 誠文堂新光社 407/ｳ/

もし親友が婦人科医で、何でも聞けるとし
たら?

シーラ・デ・リス
／著

サンマーク出版 495/ﾃﾞ/

（「利用者の方に以前からいただいていたリクエストをもとに
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　＊　５００  技術　＊

鉄の日本史 松井 和幸／著 筑摩書房 564/ﾏ/

肌トラブル大全 小林 智子／著 WAVE出版 595.5/ｺ/

四季dancyu冬のレシピ  プレジデント社
596/ｼ/ﾐﾄﾞ
ﾘ

スリランカのまかないごはん 石野 明子／著 イカロス出版
596.2/ｲ/ｵ
ﾚﾝｼﾞ

暮らしのまんなか　vol.34  扶桑社 597/ｸ/34

病気がイヤならその掃除をやめなさい。 松本 忠男／著 河出書房新社 597.9/ﾏ/

　＊　６００  言語　＊

サフランの歴史
ラーミン・ガネ
シュラム／著

原書房 619.9/ｶﾞ/

　＊　７００  芸術　＊

おばあちゃんと福ちゃん YASUTO／著 宝島社 748/ﾔ/

老後とピアノ 稲垣 えみ子／著 ポプラ社 763.2/ｲ/

フィギュアとは“生き様”を観るスポーツ
である!

織田 信成／著 KADOKAWA 784.6/ｵ/

イントゥ・ザ・プラネット
ジル・ハイナース
／著

新潮社 785.2/ﾊ/

　＊　９００  文学　＊

シルバー川柳　ああ夫婦編
みやぎシルバー
ネット／編

河出書房新社 911.4/ｼ/

100歳まで生きてどうするんですか? 末井 昭／著 中央公論新社 914.6/ｽ/

その日まで 瀬戸内 寂聴／著 講談社 914.6/ｾ/



ホームレス収容所で暮らしてみた 川上 武志／著 彩図社 916/ｶ/

東大教授、若年性アルツハイマーになる 若井 克子／著 講談社 916/ﾜ/

安魂 周 大新／著 河出書房新社 923.7/ﾁ/

シソンから、
チョン セラン／
著

亜紀書房 929.1/ﾁ/

塩の湿地に消えゆく前に
ケイトリン・マレ
ン／著

早川書房 933.7/ﾏ/

ボタニカ 朝井 まかて／著 祥伝社 F/ｱ/

あずかりやさん　5 大山 淳子／著 ポプラ社 F/ｵ/5

もう別れてもいいですか 垣谷 美雨／著 中央公論新社 F/ｶ/

Schoolgirl 九段 理江／著 文藝春秋 F/ｸ/

六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條 奈加／著 PHP研究所 F/ｻ/

オン・ザ・プラネット 島口 大樹／著 講談社 F/ｼ/

黛家の兄弟 砂原 浩太朗／著 講談社 F/ｽ/

桜風堂夢ものがたり 村山 早紀／著 PHP研究所 F/ﾑ/

おネコさま御一行 群 ようこ／著 角川春樹事務所 F/ﾑ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

偉人の年収 堀江 宏樹／著
イースト・プレ
ス

G280.4/ﾎ
/

クライ・マッチョ
N.リチャード・
ナッシュ／著

扶桑社
G933.7/ﾅ
/

未踏の蒼穹
ジェイムズ・P.
ホーガン／著

東京創元社
G933.7/ﾎ
/



浪人奉行　12ノ巻 稲葉 稔／著 双葉社 GF/ｲ/12

金蔵破り 稲葉 稔／著 光文社 GF/ｲ/8

開戦 上田 秀人／著 光文社 GF/ｳ/3

うちの旦那が甘ちゃんで　鼠小僧次郎吉編 神楽坂 淳／著 講談社 GF/ｶ/

壱里島奇譚 梶尾 真治／著 徳間書店 GF/ｶ/

駆け落ちの罠 喜安 幸夫／著 光文社 GF/ｷ/3

隠し絵 小杉 健治／著 祥伝社 GF/ｺ/56

闇の中の子供/ゴルディアスの結び目 小松 左京／著 徳間書店 GF/ｺ/

初午いなり 篠 綾子／著 角川春樹事務所 GF/ｼ/

京都府警あやかし課の事件簿　6
天花寺 さやか／
著

PHP研究所 GF/ﾃ/6

無駄死に 藤井 邦夫／著 光文社 GF/ﾌ/12

図書館からのお願い

図書館からのお知らせ

３月１日（火）は
館内整理日のため、休館します。

図書館カード登録時の住所・電話番号等に

変更はありませんか?

登録事項に変更がある際は、

お早めにお知らせ下さい。

変更されているかどうかわからない時は、

カウンターでお尋ね下さい。


