
※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

　＊　１００  哲学　＊

魂の洗い方 越智 啓子／著 青春出版社 147/ｵ/

　＊　２００  歴史　＊

鎌倉幕府誕生と中世の真相 加来 耕三／著 日経BP 210.3/ｶ/

　＊　３００  社会科学　＊

安倍晋三時代に挑む! 安倍 晋三／編著 ワック 310.4/ｱ/

人間科学部 大岳 美帆／著 ぺりかん社 366/ﾅ/

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野 千鶴子／著 中央公論新社 367.7/ｳ/

発達凸凹っ子に英才療育?してみた 古都 コト子／著 飛鳥新社 378/ｺ/

ハト派の噓 櫻井 よしこ／著 産経新聞出版 392.1/ｻ/

　＊　４００  自然科学　＊

世界の気候と天気のしくみ 今井 明子／著
産業編集セン
ター

451.8/ｲ/

ダマして生きのびる虫の擬態
海野 和男／写真
と文

草思社 486.1/ｳ/

寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子／著 実業之日本社 489.5/ｵ/

（「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　＊

シティ・カスタマイズ自分仕様に「まち」
を変えよう

饗庭 伸／編著 晶文社 518.8/ｼ/

決戦!株主総会 秋場 大輔／著 文藝春秋 520.6/ｱ/

メタバース見るだけノート 岡嶋 裕史／監修 宝島社 547.4/ﾒ/

フレンチテイストな子ども服 月田 ゆい／著
文化学園文化出
版局

593.3/ﾂ/
ｱｵ

　＊　７００  芸術　＊

新しい登山の教科書 栗山 祐哉／監修 池田書店 786.1/ｱ/

　＊　８００  言語　＊

音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 川原 繁人／著 朝日出版社 801.1/ｶ/

新・スペイン人が日本人によく聞く100
の質問

瓜谷 望／著 三修社 867.8/ｳ/

　＊　９００  文学　＊

ル・クレジオ、文学と書物への愛を語る
ル・クレジオ／
著

作品社 904/ﾙ/

ペガサスの記憶 桐島 洋子／著 小学館 910.2/ｷ/

呼び出し
ヘルタ・ミュ
ラー／著

三修社 943.7/ﾐ/

ナイトシフト 香納 諒一／著 祥伝社 F/ｶ/

神薙虚無最後の事件 紺野 天龍／著 講談社 F/ｺ/

掟上今日子の忍法帖 西尾 維新／著 講談社 F/ﾆ/



信仰 村田 沙耶香／著 文藝春秋 F/ﾑ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

歴史の予兆を読む 池上 彰／著 朝日新聞出版 G304/ｲ/

長期腐敗体制 白井 聡／著 KADOKAWA
G312.1/ｼ
/

ロシア・ウクライナ戦争と日本の防衛 渡部 悦和／著 ワニ・プラス
G319.3/ﾛ
/

緑内障の真実 深作 秀春／著 光文社
G496.3/ﾌ
/

シャーロック・ホームズのすべて
ロジャー・ジョ
ンスン／著

集英社インター
ナショナル

G930.2/
ﾄﾞ/

閉店時間 有吉 佐和子／著 河出書房新社 GF/ｱ/

降格警視　2 安達 瑤／著 徳間書店 GF/ｱ/2

番所医はちきん先生休診録　3 井川 香四郎／著 幻冬舎 GF/ｲ/3

うつけ屋敷の旗本大家 井原 忠政／著 幻冬舎 GF/ｲ/

金狐の首 風野 真知雄／著 KADOKAWA GF/ｶ/5

夢剣霞ざくら　上 門田 泰明／著 祥伝社 GF/ｶ/1

夢剣霞ざくら　下 門田 泰明／著 祥伝社 GF/ｶ/2

小梅のとっちめ灸 金子 成人／著 幻冬舎 GF/ｶ/

浮世小路の姉妹 佐伯 泰英／著 光文社 GF/ｻ/

初花 佐伯 泰英／著 光文社 GF/ｻ/5

遣手 佐伯 泰英／著 光文社 GF/ｻ/6



京都祇園もも吉庵のあまから帖　5 志賀内 泰弘／著 PHP研究所 GF/ｼ/5

お勝手のあん　6 柴田 よしき／著 角川春樹事務所 GF/ｼ/6

怪談・すっぽん駕籠 田中 啓文／著 徳間書店 GF/ﾀ/2

新・入り婿侍商い帖　1 千野 隆司／著 KADOKAWA GF/ﾁ/1

春風譜 辻堂 魁／著 祥伝社 GF/ﾂ/31

秘剣の名医　12 永井 義男／著 コスミック出版 GF/ﾅ/12

ハニー・ハンター 内藤 了／著 祥伝社 GF/ﾅ/3

江戸っ子出世侍　7 早瀬 詠一郎／著 コスミック出版 GF/ﾊ/7

影忍び 藤井 邦夫／著 光文社 GF/ﾌ/13

黒武御神火御殿 宮部 みゆき／著 KADOKAWA GF/ﾐ/

カムイの剣 矢野 徹／著 徳間書店 GF/ﾔ/1

入舟長屋のおみわ　4 山本 巧次／著 幻冬舎 GF/ﾔ/4

ぶらり平蔵　7 吉岡 道夫／著 コスミック出版 GF/ﾖ/7

ぶらり平蔵　8 吉岡 道夫／著 コスミック出版 GF/ﾖ/8

さしみ朝膳 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 GF/ﾜ/43

８月２日（火）は

館内整理日のため、休館します。

お気をつけてご来館下さい。

図書館からのお知らせ


