
※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　＊

プログラミング未経験の文系が独学で年収
1000万ITエンジニアになるための入門書

齊藤 和樹／著 秀和システム 007.3/ｻ/

　＊　１００  哲学　＊

親の支配脱出マニュアル 藤木 美奈子／著 講談社 146.8/ﾌ/

人生のトリセツ 小浜 逸郎／著 徳間書店 150.4/ｺ/

　＊　２００  歴史　＊

清六の戦争 伊藤 絵理子／著 毎日新聞出版 289.1/ｲ/

　＊　３００  社会科学　＊

中国共産党、その百年 石川 禎浩／著 筑摩書房 315.2/ｲ/

学び続ける知性 前刀 禎明／著 日経BP 336/ｻ/

ルポ外国人マフィア 真樹 哲也／著 彩図社 368.5/ﾏ/

　＊　４００  自然科学　＊

耳鳴り・難聴自力でよくなる!耳鼻科の名医
が教える最新1分体操大全

 文響社 496.6/ﾐ/

ラクやせおにぎり 小澤 幸治／著 あさ出版 498.5/ｵ/

クスリとリスクと薬剤師 油沼／漫画 KADOKAWA 499/ｸ/

　＊　５００  技術　＊

（「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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「サラリーマン女子」、定年後に備える。 大江 加代／著 日経BP 591/ｵ/

縫わずに作れる立体マスコット&リボン小物
RINOSU 古田ひ
ろこ／著

KADOKAWA
594.9/ﾘ/ｱ
ｶ

エスニックつまみとごはん エダジュン／著 主婦と生活社
596.2/ｴ/ｵ
ﾚﾝｼﾞ

大原千鶴の「新・豆腐百珍」 大原 千鶴／著
世界文化ブック
ス

596.3/ｵ/ｱ
ｶ

やわらかとろけるいとしのゼリー 本間 節子／著 主婦の友社
596.6/ﾎ/
ﾋﾟﾝｸ/ｴﾝ

　＊　６００  産業　＊

パッケージツアーの文化誌 吉田 春生／著 草思社 689.6/ﾖ/

　＊　７００  芸術　＊

職業は専業画家 福井 安紀／著 誠文堂新光社 720.7/ﾌ/

誰でもぜったい楽譜が読める! 辻 志朗／著 音楽之友社 761.2/ﾂ/

幻の弦楽器ヴィオラ・アルタを追い求めて 平野 真敏／著 河出書房新社 763.4/ﾋ/

簡単なのに人を惹き付けるマジック ひろむ／著 KADOKAWA 779.3/ﾋ/

50歳になりまして 光浦 靖子／著 文藝春秋 779.9/ﾐ/

イラストでわかる体幹バランストレーニン
グ

木場 克己／著 宝島社 781.4/ｺ/

　＊　８００  言語　＊

気持ちを表すことばの辞典 飯間 浩明／監修 ナツメ社 814.5/ｷ/

　＊　９００  文学　＊

文豪たちの断謝離 豊岡 昭彦／編 秀和システム 910.2/ﾄ/

蜂の物語
ラリーン・ポール
／著

早川書房 933.7/ﾎﾟ/



ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部 和重／著 毎日新聞出版 F/ｱ/

光をえがく人 一色 さゆり／著 講談社 F/ｲ/

忘れられたその場所で、 倉数 茂／著 ポプラ社 F/ｸ/

そのひと皿にめぐりあうとき 福澤 徹三／著 光文社 F/ﾌ/

世阿弥最後の花 藤沢 周／著 河出書房新社 F/ﾌ/

いつかたどりつく空の下 八幡 橙／著 双葉社 F/ﾔ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

真説日本左翼史 池上 彰／著 講談社
G309.3/ｲ
/

女たちのポリティクス
ブレイディみかこ
／著

幻冬舎
G312.8/
ﾌﾞ/

知らないと損をする男の礼儀作法 諏内 えみ／著
SBクリエイティ
ブ

G385.9/ｽ
/

映画評論家への逆襲 荒井 晴彦／著 小学館 G778/ｴ/

藤井聡太論 谷川 浩司／著 講談社 G796/ﾌ/

手/ヴァランダーの世界
ヘニング・マンケ
ル／著

東京創元社 G949.8/ﾏ/

京都岡崎、月白さんとこ　2 相川 真／著 集英社 GF/ｱ/2

推し飯研究会 秋杜 フユ／著 集英社 GF/ｱ/

要訣 上田 秀人／著 講談社 GF/ｳ/17

漂砂の塔　上 大沢 在昌／著 集英社 GF/ｵ/1

漂砂の塔　下 大沢 在昌／著 集英社 GF/ｵ/2

熱血一刀流　4 岡本 さとる／著 角川春樹事務所 GF/ｵ/4



潮騒の町 喜安 幸夫／著 光文社 GF/ｷ/1

カイタン 最東 対地／著 集英社 GF/ｻ/

出絞と花かんざし 佐伯 泰英／著 光文社 GF/ｻ/

お勝手のあん　4 柴田 よしき／著 角川春樹事務所 GF/ｼ/4

捕まらない男 愁堂 れな／著 集英社 GF/ｼ/5

詩剣女俠 春秋 梅菊／著 集英社 GF/ｼ/

新・入り婿侍商い帖　1 千野 隆司／著 KADOKAWA GF/ﾁ/1

斬鬼狩り 鳥羽 亮／著 光文社 GF/ﾄ/

時代小説ザ・ベスト　2021
日本文藝家協会／
編

集英社 GF/ﾆ/21

脳研ラボ。 羽野 蒔実／著 集英社 GF/ﾊ/

お蔭騒動 早見 俊／著 光文社 GF/ﾊ/8

菓子屋横丁月光荘　4
ほしお さなえ／
著

角川春樹事務所 GF/ﾎ/4

葦の浮船 松本 清張／著 KADOKAWA GF/ﾏ/

焼き天ぷら 和田 はつ子／著 角川春樹事務所 GF/ﾜ/41

7月３１日（土）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


