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※貸出中の本の予約はインターネットからもできます。

　☆こちらに掲載している本の貸出はお一人様５冊まででお願いいたします。

◎総記・雑学・心理

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

世界を「数字」で見てみたら -へぇ、そうなんだ！- ブティック社  049 ｾ

論語物語 下村 湖人 123 ｼ

オオカミは大神 ２ -狼像をめぐる旅- 青柳 健二 175 ｱ

◎歴史・伝記

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

発掘された日本列島 ２０２１ -調査研究最前線- 文化庁 210 ﾊ

東南アジア史10講 (岩波新書 新赤版 １８８３) 古田 元夫 223 ﾌ

古代エジプト全史 河合 望  242 ｶ

ご当地絶景東北 -すぐ行ける、非日常の大パノラマ- 昭文社  291 ｺ

死を喰う犬 小林 みちたか 292 ｺ

◎政治・経済

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

       白書の白書 2021年版 -「政府白書」全４１冊をこの一冊に- 木本書店　編集部 317 ﾊ

少年法入門 (岩波新書 新赤版 １８８１) 廣瀬 健二  327 ﾋ

すみません、2DKってなんですか? 日下部 理絵ほか 365 ｸ

社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中 英樹ほか 369 ｼ

こだわりのポイントはココ!からだを正しく使った移動・移乗技術 竹田 幸司 369 ﾀ

レクリエ ２０２１‐７・８月 -コミュニケーションを活発にするレク 七夕制作- 世界文化ライフケア 369 ﾚ

山の怪異大事典 朝里 樹 388 ｱ
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◎自然科学・医学・健康

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

ものが語る教室　-ジュゴンの骨からプラスチックへ- 盛口 満 407 ﾓ

あえるよ!山と森の動物たち 今泉 忠明 480 ｲ

75歳までに身につけたいシニアのための7つの睡眠習慣
-ハーバード大学も注目！世界一の「睡眠の専門医」が教える！-

遠藤 拓郎 498 ｴ

報道記録新型コロナウイルス感染症
読売新聞東京本社
調査研究本部

498 ﾎ

49歳からの「若返る」教科書 -人生設計の技術- 元井 益郎 498 ﾓ

◎技術・工学

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

土木の仕事ガイドブック -日常をつくるプロフェッショナル- 柴田 久 510 ｼ

グリーン・ニューディール -世界を動かすガバニング・アジェンダ-
(岩波新書 新赤版 １８８２)

明日香 壽川  519 ｱ

◎家庭・料理

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

今だから、家事のしくみを、整える -掃除、洗濯、食事の支度- 主婦と生活社  590 ｲ

「サラリーマン女子」、定年後に備える。 -お金と暮らしと働き方- 大江 加代  591 ｵ

◎産業

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

進化するサバ缶詰 -サバ缶ブームによる新しい変化- 松浦 勉 667 ﾏ

尊敬される贈り物350
-自分でも欲しい優れもの「日経トレンディ」本誌でイチオシの商品を１冊に！-

日経BP 675 ｿ

◎芸術・音楽

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

#101人の人生と101色の夢 -０歳から１００歳、１０１人の輝き- 竹内 力也 748 ﾋ

HILL TO HILL 前田 真三 748 ﾏ

あんたはエライ! 小松 政夫 775 ｺ

◎文学・エッセイ

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

文豪たちの断謝離 -断り、謝り、離れる- 豊岡 昭彦ほか  910 ﾌ

ひらめく!作れる!俳句ドリル 岸本 尚毅ほか 911 ｷ

源氏物語を読む (岩波新書 新赤版 １８８５) 高木 和子 91３ ﾀ

ショローの女 伊藤 比呂美 914 ｲ

人生「散りぎわ」がおもしろい 下重 暁子 914 ｼ

パンデミック日記 -Ｐａｎｄｅｍｉｃ Ｄｉａｒｙ- 「新潮」編集部 916 ﾊ
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◎外国文学

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

『失われた時を求めて』への招待 (岩波新書 新赤版 １８８４) 吉川 一義 950 ﾖ

◎日本の小説

書　　　　　　　　　　名 著　者　名

ブラック・チェンバー・ミュージック -BLACK CHAMBER MUSIC- 阿部 和重 F ｱ

貝に続く場所にて 石沢　麻依 F ｲ

ボーンヤードは語らない -THE BONEYARD NEVER SPEAKS- 市川 憂人 F ｲ

光をえがく人 一色 さゆり F ｲ

刺青 (乙女の本棚) 谷崎 潤一郎 F ｵ

ナインストーリーズ -NINE　STORIES- 乙川 優三郎 F ｵ

海神の子 川越 宗一 F ｶ

緊急事態下の物語 尾崎 世界観ほか F ｷ

枝の家 黒井 千次 F ｸ

神よ憐れみたまえ -Erbarme　dich,mein Gott- 小池 真理子 F ｺ

君と歩いた青春 (駐在日記　３) 小路 幸也 F ｼ

大連合 -SEINAN＆TOYANO- 堂場 瞬一 F ﾄ

還らざる聖域 樋口 明雄 F ﾋ

世阿弥最後の花 藤沢 周 F ﾌ

Voyage -想像見聞録- 宮内 悠介ほか F ﾎ

ヒトコブラクダ層ぜっと 上・下 -Arabian camel layer Z- 万城目 学 F ﾏ

トラッシュ -TRASH- 増島 拓哉 F ﾏ

まりも日記 真梨 幸子 F ﾏ

俺達の日常にはバッセンが足りない 三羽 省吾 F ﾐ

インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー -INTERVIEW MITH THE PRISONER- 皆川 博子 F ﾐ

ブレイクニュース -BREAK NEWS- 薬丸 岳 F ﾔ

罪の因果性 横関 大 F ﾖ

新風記　-日本創生録- 吉川 永青 F ﾖ

彼岸花が咲く島 李 琴峰 F ﾘ
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次回の新刊は

８月１４日の予定です
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ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部 和重/著 出版：毎日新聞出版

【内容紹介】

貝に続く場所にて 石沢 麻依/著 出版：講談社

【内容紹介】

緊急事態下の物語 尾崎 世界観ほか/著 出版：河出書房新社

【内容紹介】

君と歩いた青春 (駐在日記 ３) 小路 幸也/著 出版：中央公論新社

【内容紹介】

大連合 -SEINAN＆TOYANO- 堂場 瞬一/著 出版：実業之日本社

【内容紹介】

ヒトコブラクダ層ぜっと 上・下 万城目 学/著 出版：幻冬舎

【内容紹介】

俺達の日常にはバッセンが足りない 三羽 省吾/著 出版：双葉社

【内容紹介】

ブレイクニュース 薬丸 岳/著 出版：集英社

【内容紹介】

彼岸花が咲く島 李 琴峰/著 出版：文藝春秋

【内容紹介】

実家が土建業を営むシンジ。その寮に中学の同級生エージが転がり込んできた。周囲に迷惑ばかりをかけて
きたエージだが、ある日突然バッティングセンターをつくろうと言い出し…。

児童虐待、冤罪事件、パパ活などを独自取材し、SNSで「ブレイクニュース」として配信する自称ジャーナ
リスト・野依美鈴。誹謗中傷を受けながらも続ける真の目的とは…。社会派小説。

記憶を失くした少女・宇実が流れ着いたのは、ノロと呼ばれる指導者が統治し、男女が違う言葉を学ぶ島
だった。宇実は島の少女・游娜と少年・拓慈と、この島の深い歴史に導かれていきー。

1冊の映画雑誌を手に入れるという謎の「極秘任務」。40を前にキャリアを失った横口健二は、北朝鮮の女密使
とともに、国家を揺るがす<禁断の事実>を追うことになり…。『毎日新聞』連載を加筆し単行本化。

ドイツの学術都市に暮らす私の元に、2011年3月の震災で行方不明になったはずの友人が現れる。コロナ
禍が影を落とす異国の街に、9年前の光景が重なり合い…。静謐な祈りをこめて描く鎮魂の物語。

新潟成南高校野球部を乗せたバスが事故に合い、部員の半数が重傷を負う。一方、強豪・鳥屋野高校野球部は監
督のパワハラで部員が激減。2つの高校が連合チームを組み甲子園出場に挑む! 胸が熱くなる高校野球小説。

濃厚接触、反ユートピア、ライブカメラ…。コロナ禍を生きる人々へ贈る、もうひとつのパンデミック。金
原ひとみ「腹を空かせた勇者ども」、尾崎世界観「ただしみ」など全5編を収録する。

世間が芸能スキャンダルに沸く中、村に自称小説家の男が現れて…? 駐在さん×元医者の妻が人々の心をと
きほぐす、連作短篇警察小説第3弾。文芸webサイト『BOC』連載に書き下ろしを加えて単行本化。

貴金属泥棒で大金を手にした三つ子の前に、ライオンを連れた謎の女が現れた時、彼らの運命は急転する。
砂漠の地で三つ子が目撃する驚愕の展開とは!? ジェットコースターエンターテインメント。

☆各種お問い合わせはこちらまで
ＴＥＬ：０２３７－５５－２８３３
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☆各種お問い合わせはこちらまで
ＴＥＬ：０２３７－５５－２８３３
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