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現代用語の基礎知識　2023
貸出
不可

自由国民社編
逆説の日本史 ㉗
明治終焉編

井沢　元彦

東京国立博物館
ミュージアムヒストリー

東京国立博物館編
家康はなぜ乱世の覇者となれたのか
世界史の視点から読み解く戦国時代

安部　龍太郎

目撃者たちの記憶
1964-2021

毎日新聞
写真部OB会

トンチキ鎌倉武士 長谷川　ヨシテル

世界のおみやげ図鑑
地球の歩き方
編集室編

結婚の技術 植草　美幸 新しい高校教科書に学ぶ大人の教養地理総合

76歳。今日も良日
年をとるほど楽しくなる70代の心得帖

中尾　ミエ

サイコロジー・オブ・マネー モーガン・ハウセル
迷える東欧
ウクライナの民が向かった国々

三木　幸治

弘兼流　やめる！生き方 弘兼 憲史
バカと無知
人間、この不都合な生きもの

橘　玲

信じる者は、ダマされる。
元統一教会信者だから書けた「マインドコントロール」の手口

多田　文明 ライク・ア・ローリング公務員 福野 博昭

カルトの花嫁
宗教二世洗脳から抜け出すまでの20年

冠木　結心
ほんとうの定年後
「小さな仕事」が日本社会を救う

坂本　貴志

≪０/　総記≫情報科学・ジャーナリズム 等 ≪２/　歴史・地理≫伝記・紀行 等

≪１/　哲学・宗教≫思想・心理 等

≪３/　社会科学≫行政・法律・福祉・教育・民俗 等
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家事は大変って気づきましたか？ 阿古　真理 所ジョージの世田谷ベース 不知火判事の比類なき被告人質問 矢樹　純
るるぶ どこからきたの？
　食べもの＆くらしイラスト大図鑑

しゃべらなくても楽しい！
 シニアの若返り健康体操50

斎藤　道雄
はじめての“ぷち”キャンプ
車がなくてもテントがなくても

森　風美 今夜、ぬか漬けスナックで 古矢永　塔子
保護ねこ活動ねこかつ！
ずっとのおうちが救えるいのち

高橋　うらら

異彩を、放て。
「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える

松田　文登
かいけつゾロリの
　おやじギャグ＆なぞなぞ大じてん

原　ゆたか

病気をもつ子どもと家族のための
　「おうちで暮らす」ガイドブックQ＆A

怖い家
伝承、怪談、ホラーの中の家の神話学

沖田　瑞穂 叛撃　 今野 敏

親子の「どうしても起きられない」をなくす本 三池　輝久 人間ってなんだ 鴻上　尚史 失踪 小杉 健治
私立探検家学園 ①
はじまりの島で

斉藤　倫

無人島のふたり
120日以上生きなくちゃ日記

山本　文緒
神の領域
検事・城戸南

堂場 瞬一 ぐうたら魔女ホーライ来る！ 柏葉　幸子

元素に名前をつけるなら 江頭　和宏
木曜殺人クラブ ②
二度死んだ男

リチャード・オスマン ≪Ｙ/　中・高校生用≫

絶滅してない！
ぼくがまぼろしの動物を探す理由

宗像　充
自治労上市町職員組合30年のあゆみ
時を重ねて

はじめての動物地理学
なぜ北海道にヒグマで、本州はツキノワグマなの？

増田　隆一

今と未来がわかる脳と心 老害の人 内館　牧子
タガヤセ！日本
「農水省の白石さん」が農業の魅力教えます

白石　優生

ライフスパン　老いなき世界 デビッド・Ａ・シンクレア 潜熱 乙川　優三郎
きみを変える50の名言　3期1
芦田愛菜、倉本聰ほか

佐久間　博
〈萌えすぎて〉
絶対忘れない！妄想古文

三宅　香帆

即効！耳ほぐし
1回1分もむだけで、不調をすっきり改善！

松岡　佳余子 吉原と外 中島　要
中村哲物語
大地をうるおし平和につくした医師

松島　恵利子 ≪E /　えほん≫

肩の痛み・四十肩改善マニュアル ロビン・マッケンジー はぐれんぼう 青山　七恵
小学生から知っておきたいザ・外交 ②
外交を行う組織と人々

スタジオジブリのヒロインがいっぱい

コネコネ
コーネン鬼×コーネン喜

一本木　蛮 小説家の一日 井上　荒野
みんなえがおになれますように
ちがうってすてきなこと

うい ようかいむらのうきうきクリスマス たかい　よしかず

専門医がやさしく教えるリウマチの治し方 佐藤　理仁 過怠 谷村　志穂
大好きなことを研究する科学者になろう！！
生物編

理化学研究所 100ぴきかぞく 古沢　たつお

春いちばん
賀川豊彦の妻ハルのはるかな旅路

玉岡　かおる 目で見るSDGs時代の生物多様性 ジェス・フレンチ

最強プラモ
みんなで開けようプラモの箱

機械仕掛けの太陽 知念　実希人

「モーター、マジわからん」と思ったときに読む本 森本　雅之 君といた日の続き 辻堂　ゆめ

よくわかる最新界面活性剤の基本と仕組み
混じり合わないものをつなぐ物質

齋藤　勝裕 川のほとりに立つ者は 寺地　はるな

新・日本懐かし自販機大全 魚谷　祐介 老人ホテル 原田　ひ香

みその本
仕込んで、使って、一年中楽しめる

飛田　和緒 金環日蝕 阿部　暁子

さつまいものお菓子 若山　曜子 ULTIMATE　EDITION 阿部　和重

射精道 今井　伸 十三夜の焔 月村　了衛

吹上奇譚 ④
ミモザ

吉本　ばなな

狩女のすすめ
獲る…だけじゃないジビエの魅力を教えます

ジビエふじこ
すべてのことはメッセージ
小説ユーミン

山内　マリコ

お客さんに“習慣化”してもらう！移動販売の運営術 平山　晋 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳　碧人

交通事故保険金のカラクリ
知らないと損をする！

山下　江 乱れる海よ 小手鞠　るい

世界と日本の鉄道史 川辺　謙一 栞と嘘の季節 米澤　穂信

絶筆 石原　慎太郎

スマホ1台で動画制作はじめます！
誰でもおしゃれにプロっぽく

JEMMA
なんとかしなくちゃ。
青雲編　1970-1993

恩田　陸

いくつになってもぬいぐるみ愛
幸せの日々のために

松原　敬三 特殊清掃人 中山　七里

発表会・卒園式のためのベスト・オブ感動ソング54
左手カンタン＆キレイな編曲

滝川　弥絵
鎌倉残影
歴史小説アンソロジー

朝井　まかて

≪T /　郷土資料≫

≪F /　日本文学》小説　

≪J /　こども・調べる本≫

≪５/　技術・家政学≫建築・電気・金属 等

≪６/　産業≫園芸・畜産・ 観光 等

≪７/　芸術・スポーツ≫美術・音楽・娯楽 等

≪４/　自然科学・医学≫数学・物理・生物 等

≪９/　文学≫詩歌・エッセイ・全集・外国文学 等 ≪B /　文庫本≫

≪J9､JF/　こども・外国、日本の物語≫　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

１月１２月

絵本のよみきかせの会 読書会 1/4 プチ福引開催予定


