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書名 巻次 著者名 出版者 資料コード

最新データ流通ビジネスがよ～くわかる本 データ流通推進協議会∥監修 秀和システム 007.3 101863405

プロ司書の検索術 入矢　玲子∥著 日外アソシエーツ 007.5 ｲ 101862241

学術書を読む 鈴木　哲也∥著 京都大学学術出版会 019 ｽ 101862233

一生モノの教養が身につく世界の古典　必読の名作・傑作２００冊 佐藤　優∥監修 宝島社 019.9 101863397

図解き論理的哲学史逍遥 山下　正男∥著 工作舎 130.2 ﾔ 101863389

図鑑心理学 トム　ジャクソン∥著 ニュートンプレス 140.2 ｼ 101863371

「繊細さん」の知恵袋 武田　友紀∥著 マガジンハウス 146.8 ﾀ 101863363

Ｊｏｙ　ａｔ　Ｗｏｒｋ 近藤　麻理恵∥著 河出書房新社 159.4 ｺ 101863355

スサノヲの正体 戸矢　学∥著 河出書房新社 164.1 ﾄ 101863348

これならわかる戦争の歴史Ｑ＆Ａ 石出　法太∥著 大月書店 209 ｲ 101863330

日本大衆文化史 日文研大衆文化研究プロジェクト∥編著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 210.1 101863322

明治維新の意味 北岡　伸一∥著 新潮社 210.6 ｷ 101863314

宇喜多秀家 大西　泰正∥著 平凡社 289.1 ｵ 101863298

ビューティーケアがくれた贈りもの 今野　清子∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 289.1 ｺ 101863306

中学生からの超口語訳信長公記 濱田　浩一郎∥著 ベストブック 289.1 ﾊ 101862423

世界で最も危険な男 メアリー　トランプ∥著 小学館 289.3 ﾄ 101863280

バイクで行く廃駅・廃線めぐり 栗栖　国安∥著 天夢人 291.0 ｸ 101863272

ポリティカル・サイエンス入門 坂本　治也∥編 法律文化社 311 101863249

三島由紀夫事件５０年目の証言 西　法太郎∥著 新潮社 311.8 ﾆ 101863256

独裁と孤立トランプのアメリカ・ファースト 園田　耕司∥著 筑摩書房 312.5 ｿ 101863231

２０世紀の独裁者列伝 桂　令夫∥〔ほか〕著 イカロス出版 313.8 101863223

マインドハッキング クリストファー　ワイリー∥著 新潮社 314.8 ﾜ 101863215

公務員女子のおしごと相談室 村川　美詠∥著 学陽書房 318.3 ﾑ 101863207

デジタル化でどうなる暮らしと地方自治 白藤　博行∥編 自治体研究社 318.5 101863199

ビジネス名著１００見るだけノート 平野　敦士カール∥監修 宝島社 336 101863181

ざんねんなオフィス図鑑 沢渡　あまね∥著 シーアンドアール研究所 336.5 101863173

なぜか話しかけたくなる人、ならない人 有川　真由美∥著 ＰＨＰ研究所 361.4 ｱ 101863165

「高齢ニッポン」をどう捉えるか 浜田　陽太郎∥著 勁草書房 364 ﾊ 101863157

マンション管理員オロオロ日記 南野　苑生∥著 三五館シンシャ 365.3 ﾐ 101863140

コロナ氷河期 前川　孝雄∥〔著〕 扶桑社 366.2 ﾏ 101863124

老活のすすめ 坂東　眞理子∥著 飛鳥新社 367.7 ﾊ 101863116

人生のやめどき 樋口　恵子∥著 マガジンハウス 367.7 ﾋ 101863108

これだけは知っておきたい介護施設の最強見極め５ステップ 須永　圭一∥著 産業能率大学出版部 369.2 ｽ 101863090

防災新ルール ２０２０－２０２１ 日経ＢＰ 369.3 20 101863082

素が出るワークショップ 饗庭　伸∥編著 学芸出版社 379.6 101863074

ゼロからつくる科学文明 ライアン　ノース∥著 早川書房 404 ﾉ 101863066

文系でも必ずわかる中学数学×Ｐｙｔｈｏｎ 谷尻　かおり∥著 日経ＢＰ 410 ﾀ 101863058

数学が好きになる数の物語１００話 コリン　スチュアート∥著 ニュートンプレス 410.4 ｽ 101863041

身の回りを数学で説明する事典 コリン　ベバリッジ∥著 ニュートンプレス 410.4 ﾍ 101863033

太陽系大図鑑 渡部　潤一∥監修 ニュートンプレス 444 101863025

菌根の世界 齋藤　雅典∥編著 築地書館 474.7 ｻ 101863017

鱗の博物誌 田畑　純∥著 グラフィック社 481.1 101862217

消えゆく動物 ジョエル　サートレイ∥写真　著 日経ナショナルジオグラフィック社 482 ｻ 101863009

消化器のしくみ 山田　篤生∥監修 マイナビ出版 491.3 101862993

高血圧　脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤 文響社 493.25 101862985
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発達障害最初の一歩 松永　正訓∥著 中央公論新社 493.93 ﾏ 101862316

がんを生きる緩和ケア医が答える命の質問５８ 大橋　洋平∥著 双葉社 494.5 ｵ 101862977

誰にも訪れる耳の不調・難聴を乗り越える本 杉浦　彩子∥著 さくら舎 496.6 ｽ 101862381

病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 2 仲本　りさ∥著 いろは出版 498.14 ﾅ 2 101862969

香害は公害 水野　玲子∥著 ジャパンマシニスト社 498.4 ﾐ 101862951

夜に飲むリカバリースープ 浜内　千波∥著 ＷＡＶＥ出版 498.58 ﾊ 101862944

緊急提言パンデミック ユヴァル　ノア　ハラリ∥著 河出書房新社 498.6 ﾊ 101862332

メガ・リスク時代の「日本再生」戦略 飯田　哲也∥著 筑摩書房 501.6 ｲ 101862936

未来をつくる道具わたしたちのＳＤＧｓ 川廷　昌弘∥著 ナツメ社 519 ｶ 101862373

世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑 セオドア　グレイ∥著 創元社 530.4 ｸ 101862928

宇宙プロジェクト開発史大全 枻出版社 538.9 101862910

生きるはたらくつくる 皆川　明∥著 つるとはな 589.2 ﾐ 101863439

あるものでまかなう生活 井出　留美∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 590 ｲ 101862290

グレイヘアに映える服 ブティック社 593.36 101862308

着物ヘアメイクの視点と技法 鎌田　由美子∥著 誠文堂新光社 595.4 ｶ 101862902

作りおきできる。がっつり！ごはんの友 上島　亜紀∥著 主婦と生活社 596 ｶ 101862282

本当はごはんを作るのが好きなのに、しんどくなった人たちへ コウ　ケンテツ∥著 ぴあ 596.04 ｺ 101862894

まいにち米粉 高橋　ヒロ∥著 池田書店 596.3 ﾀ 101862266

ザ・野菜ライス 堤　人美∥著 グラフィック社 596.37 ﾂ 101862274

ボウルひとつで作れるたくさんの焼き菓子 真藤　舞衣子∥著 主婦と生活社 596.65 ｼ 101862878

型なしタルト 渡辺　麻紀∥著 河出書房新社 596.65 ﾜ 101862886

イチゴ 藤田　智∥著 ＮＨＫ出版 626.2 ﾌ 101862860

これ一冊ではじめる！庭づくりのためのＤＩＹ 山田　芳照∥著 ナツメ社 629.7 ﾔ 101862209

ザッポス伝説２．０ トニー　シェイ∥著 ダイヤモンド社 673.3 101862852

幻の「カフェー」時代 斎藤　光∥著 淡交社 673.9 ｻ 101862837

マーケティング・パイソン 高田　朋貴∥著 インプレス 675 101862829

ＧＯＯＤ　ＤＥＳＩＧＮ　ＦＩＬＥ 高橋　克典∥著 遊泳舎 675.3 ﾀ 101862803

海から読み解く日本古代史 近江　俊秀∥著 朝日新聞出版 683.2 ｵ 101862225

鉄道遺産をめぐる 「旅と鉄道」編集部∥編 天夢人 686.2 101862787

輝く人・輝く宿が日本を元気にする　磨き合う旅館甲子園 桑原　才介∥著 言視舎 689.8 ｸ 101862779

毎日ロゴ 石川　竜太∥著 ビー・エヌ・エヌ新社 727.8 ｲ 101862753

タイトル文字のデザイン パイインターナショナル∥編著 パイインターナショナル 727.8 101862761

日本印刷文化史 凸版印刷株式会社印刷博物館∥編 講談社 749.2 101862258

映画演出・個人的研究課題 石井　裕也∥著 朝日新聞出版 778.2 ｲ 101862746

希林のコトダマ 椎根　和∥著 芸術新聞社 778.2 ｼ 101863413

行った気になる世界遺産 鈴木　亮平∥〔著〕 ワニブックス 778.2 ｽ 101862407

イップスの乗り越え方 河野　昭典∥著 ＢＡＢジャパン 780.1 ｺ 101862738

物語日本のハンドボール 杉山　茂∥著 グローバル教育出版 783.3 ｽ 101862399

筑波大学博士が教える！最新ゴルフの教科書 安藤　秀∥著 河出書房新社 783.8 ｱ 101862720

これだけで勝てるオセロ 三屋　伸明∥著 マイナビ出版 795.8 ﾐ 101862704

即興型ディベートの教科書 加藤　彰∥著 あさ出版 809.6 ｶ 101862696

場から未来を描き出す ケルビー　バード∥著 英治出版 809.6 ﾊ 101862688

世界一やさしいＷｅｂライティングの教科書１年生 グリーゼ∥著 ソーテック社 816 101862670

蛇神をめぐる伝承 佐佐木　隆∥著 青土社 913.2 ｻ 101862662

日本文学

知識
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向日葵を手折る 彩坂　美月∥著 実業之日本社 F ｱﾔ 101862654

日没 桐野　夏生∥著 岩波書店 F ｷﾘ 101862068

泣き娘 小島　環∥著 集英社 F ｺｼ 101862092

夏目漱石『心』を読み直す　（(読み直し文学講座1） 小森　陽一∥著 かもがわ出版 F ｺﾓ 101862092

デルタの羊 塩田　武士∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼｵ 101862084

ＯＫＩ 杉山　隆男∥著 扶桑社 F ｽｷ 101862639

五色の殺人者 千田　理緒∥著 東京創元社 F ｾﾝ 101862142

無駄花 中　真大∥著 講談社 F ﾅｶ 101862621

銀齢探偵社　（静おばあちゃんと要介護探偵2） 中山　七里∥著 文藝春秋 F ﾅｶ 101862118

滅びの前のシャングリラ 凪良　ゆう∥著 中央公論新社 F ﾅｷ 101862100

十津川警部哀しみの吾妻線 西村　京太郎∥著 祥伝社 F ﾆｼ 101863546

恋する少年十字軍 早助　よう子∥著 河出書房新社 F ﾊﾔ 101862613

この本を盗む者は 深緑　野分∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｶ 101862076

滑走路 萩原　慎一郎∥原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼ 101862605

ちえもん 松尾　清貴∥著 小学館 F ﾏﾂ 101862597

刑事何森　孤高の相貌 丸山　正樹∥著 東京創元社 F ﾏﾙ 101862589

天離り果つる国 上 宮本　昌孝∥著 ＰＨＰ研究所 F ﾐﾔ 1 101862159

天離り果つる国 下 宮本　昌孝∥著 ＰＨＰ研究所 F ﾐﾔ 2 101862167

孔丘 宮城谷　昌光∥著 文藝春秋 F ﾐﾔ 101862126

ステイホームの密室殺人 2 乙一∥著 星海社 913.6 2 101862563

戦国の城 芦辺　拓∥著 静岡新聞社 913.6 101862571

作家の贅沢すぎる時間 伊集院　静∥著 双葉社 914.6 ｲ 101862530

かならず先に好きになるどうぶつ。 糸井　重里∥著 ほぼ日 914.6 ｲ 101862514

２０代で得た知見 Ｆ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914.6 ｴ 101862555

花森安治選集　ある日本人の暮し 2 花森　安治∥著 暮しの手帖社 914.6 ﾊ 2 101862548

青空応援団 平　了∥著 扶桑社 916 ﾀ 101862506

オタク女子が、４人で暮らしてみたら。 藤谷　千明∥著 幻冬舎 916 ﾌ 101862522

誓願 マーガレット　アトウッド∥著 早川書房 933.7 ｱ 101862183

「グレート・ギャツビー」を追え ジョン　グリシャム∥著 中央公論新社 933.7 ｸ 101862175

サイバー・ショーグン・レボリューション ピーター　トライアス∥著 早川書房 933.7 ﾋ 101862472

神さまの貨物 ジャン＝クロード　グランベール∥著 ポプラ社 953.7 ｸ 101862191

アルベール・カミュ　ペスト 中条　省平∥著 ＮＨＫ出版 953.7 ﾁ 101862498

テレーズ・デスケルー モーリヤック∥著 Ｓｏｐｈｉａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ上智大学出版 953.7 ﾓ 101862480

ルビィ 重松　清∥〔著〕 講談社 B F ｼｹ 101862449

雪華燃ゆ　（上絵師律の似面絵帖3） 知野　みさき∥著 光文社 B F ﾁﾉ 101863579

巡る桜　（上絵師律の似面絵帖4） 知野　みさき∥著 光文社 B F ﾁﾉ 101863561

つなぐ鞠　（上絵師律の似面絵帖5） 知野　みさき∥著 光文社 B F ﾁﾉ 101863553

ホームズの娘　（ＬＵＰＩＮ3） 横関　大∥〔著〕 講談社 B F ﾖｺ 101863447

ルパンの星　（ＬＵＰＩＮ4） 横関　大∥〔著〕 講談社 B F ﾖｺ 101862431

娘を呑んだ道 スティーナ　ジャクソン∥著 小学館 B 949.8 ｼ 101863538

お経の意味がやさしくわかる本 鈴木　永城∥著 河出書房新社 S 183 ｽ 101863520

コンビニは通える引きこもりたち 久世　芽亜里∥著 新潮社 S 367.6 ｸ 101862464

日本文学

文庫

新書

海外文学
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感染症の日本史 磯田　道史∥著 文藝春秋 S 493.8 ｲ 101862456

統計図表レファレンス事典 日外アソシエーツ株式会社∥編集 日外アソシエーツ R 370.3 101862324

自宅ではじめるひとりビジネス 三宅　哲之∥著 ナツメ社 ① 366.2 ﾐ 101863132

コロナ危機を生き残る飲食店の秘密 大西　良典∥著 扶桑社 ① 673.9 ｵ 101862845

ＳＮＳで人を集める！ 喜多野　修次∥著 総合法令出版 ⑥ 675 ｷ 101862415

女性のファンが生まれる！「伝わるウェブ」のブランド戦略 こぼり　あきこ∥著 同文舘出版 ⑥ 675 ｺ 101862811

「ゆる副業」のはじめかた輸入・ネット販売 梅田　潤∥著 翔泳社 ⓪ 678.4 ｳ 101862795

脳イキイキ！手あそび指あそび 小山　混∥著 主婦の友社 ④ 781.9 ｺ 101862712

新書

参考資料

ビジネス支援

いきいきライフ応援コーナー


