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☆ 007ｵ 魔法の世紀 落合 陽一

471ﾊ 水草はどんな草? : それは今 浜島繁隆

480ﾊﾟ 子供に言えない動物のヤバい話 パンク町田

019ｼﾞ 十歳までに読んだ本 西加奈子ほか 481ｿ ゆるゆる深海生物図鑑 そにしけんじ

024ｷ1 本棚探偵の冒険 喜国雅彦

024ｷ2 本棚探偵の回想 喜国雅彦

024ｷ3 本棚探偵最後の挨拶 喜国雅彦

024ｷ4 本棚探偵の生還 喜国雅彦
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070ｳ フェイクニュースの見分け方 烏賀陽弘道

528ｶ 社会を変える防犯カメラ 賀来泉

568ﾌ 石油を読む 藤和彦

1

130ﾔ 短歌で読む哲学史 山口拓夢

6

609ｾ 新しい単位 世界単位認定協会

175ﾔ 図録全国の美しい御朱印 八木透 645ﾆ 犬たちの明治維新 : ポチの誕生 仁科邦男

664ｺ 日本人とくじら : 歴史と文化 小松正之

666ｺ カメの気持ちと飼い方がわかる本 小家山仁

184ｽ ためない生き方 スマナサーラ 7

2

209ｳ "しくじり"から学ぶ世界史 宇山卓栄

718ﾎ ミステリーな仏像 本田不二雄

726ｱ1~4 百姓貴族 1～4 荒川弘

209ｾ11 中国の歴史 : 中国高等学校歴史教科書 人民教育出版社歴史室 726ｿ レッツ!!古事記 五月女ケイ子

726ﾐ 精神科ナースになったわけ 水谷緑

231ｼ1 ギリシア人の物語 1 塩野七生

231ｼ2 ギリシア人の物語 2 塩野七生 728ｼ 風信帖・灌頂記 空海 ☆
233ﾔ 図説アイルランドの歴史 山本正 728ｼ 伊都内親王願文 橘逸勢 ☆
234ｲ ハプスブルク帝国 岩﨑周一 779ｴ 落語ことば・事柄辞典 榎本滋民

281ｶ 世紀のラブレター 梯久美子 8
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☆ 302ｶ ドイツ流、日本流 川口マーン惠美

801ﾖ なくなりそうな世界のことば 吉岡乾

809ｶ お嬢さまことば速修講座 加藤ゑみ子

317ﾌ 警察手帳 古野まほろ

811ｽ 国字の字典 菅原義三 編

366ﾅ 動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡昌江

366ﾅ 歯科衛生士・歯科技工士になるには 宇田川廣美
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913ｲ 花咲舞が黙ってない 池井戸潤

384ﾔ 被差別民とはなにか : 非常民の民俗学 柳田国男 913ｲ ホワイトラビット : a night 伊坂幸太郎 ☆
385ｲ もしもあなたがプリンセスになったら 今田美奈子 913ｸ1,2 破裂 上下 久坂部羊 ☆
385ﾔ 婚姻の話 柳田国男 913ｺ あざみ野高校女子送球部! 小瀬木麻美

388ﾎ 図説ゲルマン英雄伝説 A.ホイスラー 913ﾊ 総理の夫 = First Gentleman 原田マハ

392ﾁ 日本を守る!女性自衛官すっぴん物語 ちーぱか 913ﾎ プラージュ 誉田哲也

395ｵ これってホント!?誤解だらけの沖縄基地 沖縄タイムス社編集局 913ﾑ1,2 謹訳 源氏物語 一、二 改訂新修 林望

397ｺ 現代世界の海軍力の読み方 国際時事アナリスツ 913ﾓ ボクたちはみんな大人になれなかった燃え殻

4 913ﾖ ずっと名古屋 吉川トリコ

914ﾃ 日韓併合期ベストエッセイ集 鄭大均

933ｲ 日の名残り カズオ・イシグロ

430ｱ 音楽の美しい宇宙 ジェイソン・マーティヌー 933ｲ 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ

430ｱ イギリスの美しい樹木 アンディ・トンプソン 933ｶ ティファニーで朝食を カポーティ

430ｱ Q.E.D. バーカード・ポルスター 933ｸ オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティー

430ｱ 錬金術 ガイ・オグルヴィ 933ﾌ1,2 クラウド・テロリスト 上下 フリーマントル

933ﾜ 幸福な王子/柘榴の家 ワイルド

943ｴ 魔法の学校 : エンデのメルヒェン集 ミヒャエル・エンデ

453ｲ 温泉の秘密 飯島裕一 943ﾍ デーミアン ヘッセ

953ﾎﾞ 美女と野獣 ボーモン夫人

973ｶﾞ 法医学教室のアリーチェ アレッシア・ガッゾーラ

☆

☆

☆728ｹﾞ
万葉集競作 :
千三百年の時をつなぐ「書」

芸術新聞社出版部 編

465ｵ
知られざる地下微生物の世界 :
極限環境に生命の起源と
地球外生命を探る

タリス・オンストット

509ﾁ
最悪の事故が起こるまで
人は何をしていたのか

チャイルズ

588ﾏ
チロルチョコはロックだ!
 = TIROL IS ROCK!

松尾利彦

498ﾔ

看護婦の歴史 =
Nursing and Women's Labour
 in Modern Japan :
寄り添う専門職の誕生

山下麻衣

文字と書の消息 :
落書きから漢字までの文化誌

古賀弘幸

824ｱ
故事・ことわざ・
四字熟語教養が試される100話

阿辻哲次

911ﾅ
ホラホラ、これが僕の骨
 : 中原中也ベスト詩集

中原 中也

070ﾓ
江戸の瓦版 :
庶民を熱狂させたメディアの正体

森田健司

024ﾅ
書店員X :
「常識」に殺されない生き方

長江貴士

西原理恵子

209ｾ37
バルカンの歴史 :
バルカン近現代史の共通教材

クリスティナ・クルリ

182ﾚ
似ているようで、
こんなに違う日本の仏教宗派

歴史の謎を探る会

312ﾊﾞ
エマニュエル・マクロン
 : フランスが生んだ革命児

伴野文夫

159ｵ
10代のための座右の銘 :
今を変える未来を変える

大泉書店編集部 編

159ｻ
女の子が生きていくときに、
覚えていてほしいこと

歴史（歴史、伝記、地理）

社会科学（政治 ､法律経済 ､統計 ､社会教育 ､風俗習慣 ､国防）

自然科学（数学、理学、医学）

総記（図書館、図書、百科事典、ジャーナリズム、叢書、他）

哲学（哲学、心理学、倫理学、宗教）

技術（工学、工業、家政学）

421ﾌ
量子もつれとは何か―「不確定性原理」と
複数の量子を扱う量子力学

古澤明

443ﾎ
ホーキング、ブラックホールを語る
 : BBCリース講義

スティーヴン・
W・ホーキング

383ﾔ
幕末武士の京都グルメ日記
 : 「伊庭八郎征西日記」を読む

山村竜也

文学

809ｶ
パソコン初心者が文字入力で
困ったら読む本 : 一本指でも
サクサク打てる、キーボード超入門366ｵ

10代のための仕事図鑑 =
The career guide for teenagers
 : 未来の入り口に立つ君へ

大泉書店編集部 編

383ｼ
オムライスの秘密メロンパンの謎
 : 人気メニュー誕生ものがたり

澁川祐子

209ｾ
EUやらイスラムやら、ここ100年くらいの
世界情勢をマンガでチラッと振り返る

関眞興

言語

可知豊

801ｺ

706ﾆ
見るだけで楽しめる!ニセモノ図鑑
 : 贋造と模倣からみた文化史

西谷大

産業（農林水産業、商業、運輸、通信）

芸術（芸術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸、娯楽）

007ﾀ
やさしいレッスンで学ぶ
きちんと身につくPhotoshopの教本
 = Properly taught Photoshop textbook

高橋としゆき, 吉岡豊,
 高嶋一成, マルミヤン

596ｶ
チャイの旅 : チャイと、チャイ目線で
見る紅茶・日本茶・中国茶 神原博之

新着図書 
  

 

 

 

 

 

 

☆のマークは 

リクエストです 

 

 


