
※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

　＊　０００　総論　＊

朝日新聞政治部 鮫島 浩／著 講談社 070.6/ｻ/

　＊　１００  哲学　＊

認知バイアス見るだけノート 齊藤 勇／監修 宝島社 141.5/ﾆ/

もっと早く言ってよ。 一田 憲子／著 扶桑社 159/ｲ/

　＊　２００  歴史　＊

日本史サイエンス　2 播田 安弘／著 講談社 210/ﾊ/2

図説スペインの歴史 立石 博高／著 河出書房新社 236/ﾀ/

おいしい道の駅ドライブ　2022  昭文社
291/ﾏ
/22/ｴﾝ

　＊　３００  社会科学　＊

ゼレンスキー大統領、世界に向けた魂の演
説集

ゼレンスキー／述 扶桑社 319.3/ｾﾞ/

山口組分裂の真相 尾島 正洋／著 文藝春秋 368.5/ｵ/

勉強が面白くなる瞬間
パク ソンヒョク
／著

ダイヤモンド社 375/ﾊﾟ/

子育て本ベストセラー100冊の「これスゴ
イ」を1冊にまとめた本

江口 祐子／著 ワニブックス 379.9/ｴ/

　＊　４００  自然科学　＊

大丈夫だよ 高尾 美穂／著 講談社 495/ﾀ/

（「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　＊

富士屋ホテルの営繕さん  
トゥーヴァージ
ンズ

526.6/ﾌ/

ビーズと糸で描くCotohaの動物刺繡ブロー
チ

小川 千絵／著 河出書房新社
594.2/ｵ/ﾑ
ﾗｻｷ

はじめてのドライフード CAMMOC／著 山と溪谷社 596.3/ｷ/

　＊　６００  言語　＊

怒ねこ 渡辺 達生／著 ワニ・プラス 645.7/ﾜ/

広告マッチラベル 三好 一／著
IBCパブリッシ
ング

675.1/ﾐ/

日本のラベル 三好 一／著
IBCパブリッシ
ング

675.1/ﾐ/

　＊　８００  言語　＊

オトナ女子のすてきな語彙力帳 吉井 奈々／著 ダイヤモンド社 809.2/ﾖ/

　＊　９００  文学　＊

私解説 瀬戸内 寂聴／著 新潮社 910.2/ｾ/

シルバー川柳　丘を越えて編
みやぎシルバー
ネット／編

河出書房新社 911.4/ｼ/

とあるひととき 三浦 しをん／著 平凡社 914.6/ｶ/

今日は、これをしました 群 ようこ／著 集英社 914.6/ﾑ/

印
アーナルデュル・
インドリダソン／
著

東京創元社 949.5/ｱ/

たそがれの侵入者 赤川 次郎／著 双葉社 F/ｱ/

俺ではない炎上 浅倉 秋成／著 双葉社 F/ｱ/

死神を祀る 大石 大／著 双葉社 F/ｵ/



猫弁と幽霊屋敷 大山 淳子／著 講談社 F/ｵ/8

奇跡集 小野寺 史宜／著 集英社 F/ｵ/

あきらめません! 垣谷 美雨／著 講談社 F/ｶ/

夜に星を放つ 窪 美澄／著 文藝春秋 F/ｸ/

石礫 今野 敏／著 光文社 F/ｺ/

よろずを引くもの 西條 奈加／著 東京創元社 F/ｻ/

孤蝶の城 桜木 紫乃／著 新潮社 F/ｻ/

<磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路 幸也／著 光文社 F/ｼ/

任俠ショコラティエ 新堂 冬樹／著 双葉社 F/ｼ/

鎮魂 染井 為人／著 双葉社 F/ｿ/

棘の家 中山 七里／著 KADOKAWA F/ﾅ/

雨滴は続く 西村 賢太／著 文藝春秋 F/ﾆ/

宙ごはん 町田 そのこ／著 小学館 F/ﾏ/

夢をかなえるゾウ　0 水野 敬也／著 文響社 F/ﾐ/0

子宝船 宮部 みゆき／著 PHP研究所 F/ﾐ/

高く翔べ 吉川 永青／著 中央公論新社 F/ﾖ/

十三階の仇 吉川 英梨／著 双葉社 F/ﾖ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

日本史を疑え 本郷 和人／著 文藝春秋 G210/ﾎ/



物語スコットランドの歴史 中村 隆文／著 中央公論新社
G233.2/ﾅ
/

日本共産党 中北 浩爾／著 中央公論新社
G315.1/ﾅ
/

官僚が学んだ究極の組織内サバイバル術 久保田 崇／著 朝日新聞出版
G336.4/ｸ
/

ふんどしニッポン 井上 章一／著 朝日新聞出版
G383.1/ｲ
/

SDGsの大噓 池田 清彦／著 宝島社 G519/ｲ/

一汁一菜でよいと至るまで 土井 善晴／著 新潮社 G596/ﾄﾞ/

不朽の十大交響曲 中川 右介／著 KADOKAWA
G764.3/ﾅ
/

業火の市
ドン・ウィンズロ
ウ／著

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

G933.7/ｳ
/

南の子供たち S.J.ローザン／著 東京創元社
G933.7/ﾛ
/

三日間の隔絶　上
アンデシュ・ルー
スルンド／著

早川書房
G949.8/ﾙ
/1

三日間の隔絶　下
アンデシュ・ルー
スルンド／著

早川書房
G949.8/ﾙ
/2

日雇い浪人生活録　13 上田 秀人／著 角川春樹事務所 GF/ｳ/13

清明 今野 敏／著 新潮社 GF/ｺ/8

ブルー・プラネット 笹本 祐一／著 東京創元社 GF/ｻ/4

しみしみがんもとお犬道中 高田 在子／著 中央公論新社 GF/ﾀ/3

御蔵入改事件帳　5 早見 俊／著 中央公論新社 GF/ﾊ/5

JK 松岡 圭祐／著 KADOKAWA GF/ﾏ/

別れの季節 諸田 玲子／著 新潮社 GF/ﾓ/8

おかえり横道世之介 吉田 修一／著 中央公論新社 GF/ﾖ/2

図書館からの

お知らせ
７月18日（月）は祝日開館し、19日（火）は休館します。祝日の開館時間は

９：30～18：00となります。お越しの際はお気を付けください。


