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まだけっこう残っているので、試験の前日・２/１４（月）まで延長します。

ひょんな掘り出し物がまだ残っているかも。覗きにきてみてください。 

３/1１(金)～終業式

例によって貸出冊数、無制限。春休みは、意外と長いですよ。この機会にい

かがですか？ 

 開館は始業式となります 

館内整備とか新年度準備とか、開けてるとできない仕事ばかり。 

そういうわけで完全閉館。ごめんなさいね。 

 
 
 
 
 
 

また来年度も 

頑張ります 

……っていい加減 

頑張りたく 

ねぇなぁ。 

 

by 図書委員広報係： 

髙橋・田邊・湊川 



書名 著者名 出版社等 書名 著者名 出版社等

総記 芸術・スポーツ

司書のお仕事：お探しの本は何ですか？
大橋崇行/小曽川 真
貴　監修

勉誠出版
バレーボール
ライバルに差をつけろ自主練習シリーズ

高橋宏文
ベースボール・マ
ガジン社

１００万回死んだねこ：覚え違いタイトル集 福井県立図書館 講談社
マルチアングル戦術図解
バレーボールの戦い方

高橋宏文
ベースボール・マ
ガジン社

教養として知っておきたい博物館の世界 栗原祐司 誠文堂新光社 ハンドボール　基本と戦術 酒巻清治 実業之日本社

ミュージアムグッズのチカラ 大澤夏美 国書刊行会
実践スキルを極める！必勝！ハンドボールレベル
アップのコツ50

松井幸嗣／辻昇市 メイツ出版

哲学 嫌われた監督：落合博満は中日をどう変えたのか 鈴木忠平 文藝春秋

あなたのまわりの怒っている人図鑑 安藤俊介 飛鳥新社 挑戦　常識のブレーキをはずせ 山中伸弥／藤井聡太 講談社

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上祐紀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 語学

キングオブデート ジョニー 評言社 モンゴル語のしくみ （新版） 温品廉三 白水社

10代の時のつらい経験、私たちはこう乗り越えまし
た

しろやぎ秋吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ スワヒリ語のしくみ （新版） 竹村景子 白水社

歴史 文学

荘園　墾田永年私財法から応仁の乱まで 伊藤俊一 中公新書　 批評の教室 北村紗衣 ちくま新書　

一冊でわかる中国史 岡本隆司　監修 河出書房新社 これは経費で落ちません！2～6 青木祐子 集英社ｵﾚﾝｼﾞ文庫

図説　チェコとスロヴァキアの歴史 薩摩秀登 河出書房新社
むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありま
した。

青柳碧人 双葉社

一冊でわかるアメリカ史 関眞興 河出書房新社 小説の惑星　オーシャンラズベリー篇 伊坂幸太郎編 ちくま文庫　

ドローン空撮で見えてくる 日本の地理と地形 藤田哲史 実業之日本社 地中の星 門井慶喜 新潮社

都道府県の持ちかた　増補版 バカリズム ポプラ新書　 むき出し 兼近大樹 文藝春秋

社会科学
私達は、月が綺麗だねと
囁き合うことさえできない

神田澪 大和書房

事件でなければ動けません
困った警察のトリセツ

古野まほろ 幻冬舎新書 日本沈没　上、下 小松左京 角川文庫　

高校生からの法学入門 中央大学法学部編 中央大学出版部 桜の森の満開の下 坂口安吾 講談社文芸文庫

眠れなくなるほど面白い
 図解経済とお金の話

樹神兵輔 日本文芸社 海に願いを　風に祈りを　そして君に誓いを 汐見夏衛 ｽﾀｰﾂ出版文庫　

人新世の「資本論」 斎藤幸平 集英社新書　 河童／或阿呆の一生 芥川龍之介 新潮文庫　

カミングアウト 砂川秀樹 朝日新書　 暗夜行路 志賀直哉 新潮文庫　

避難所に行かない防災の教科書 西野弘章 扶桑社 破戒 島崎藤村 新潮文庫　

小さないのちのドアを開けて：思いがけない妊娠を
めぐる6人の選択

永原郁子ほか いのちのことば社 斜陽 太宰治 新潮文庫　

大学の学科図鑑　改訂版 石渡嶺司 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 惜別 太宰治 新潮文庫　

日本で学ぶ文化人類学 宮岡 真央子ほか 昭和堂 グッド・バイ 太宰治 新潮文庫　

自然科学 ヴィヨンの妻 太宰治 新潮文庫　

あまりに細かすぎる
東山動植物園ガイド

ぴあ ぴあ お伽草紙 太宰治 新潮文庫　

人体　なんでそうなった？ レンツ,ネイサン 化学同人 二十世紀旗手 太宰治 新潮文庫　

ケアとは何か 村上靖彦 中公新書　 走れメロス 太宰治 新潮文庫　

14歳の世渡り術
世界一やさしい依存症入門

松本俊彦 河出書房新社 刺青・痴人の愛・麒麟・春琴抄 谷崎潤一郎 文春文庫　

ライフサイクルでみる 女性の保健と健康 小國美也子ほか ミネルヴァ書房 蒲団・重右衛門の最後 田山花袋 新潮文庫　

技術 宮沢賢治童話集 宮沢賢治 ハルキ文庫　

そこに工場があるかぎり 小川洋子 集英社 ポラーノの広場 宮沢賢治 新潮文庫　

ジェット旅客機操縦完全マニュアル 中村寛治 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 笑うマトリョーシカ 早見和真 文藝春秋

産業 三千円の使いかた 原田ひ香 中公文庫　

食べものから学ぶ世界史 平賀緑 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 クスノキの番人 東野圭吾 実業之日本社

芸術 愛なき世界　上、下 三浦しをん 中公文庫　

宗教図像学入門
十字架､神殿から仏像､怪獣まで

  中村圭志 中公新書　 ドキュメント 湊かなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

百姓貴族　7   荒川弘 新書館 いのちの停車場 南杏子 幻冬舎文庫　

KC KISS
透明なゆりかご　8、9

  沖田×華 講談社 羊をめぐる冒険　上、下 村上春樹 講談社文庫　

やってみよう！楽しい手芸！
エコクラフトの基礎

  寺西恵里子 日東書院 オーラの発表会 綿矢りさ 集英社

COLOR DESIGN
カラー別配色デザインブック

  ingectar-e ＫＡＤＯＫＡＷＡ 注文の多い料理店 宮沢賢治 新潮文庫　

かんたん！よくわかる！楽譜の読み方   森真奈美 日東書院 罪と罰　1、2，3
ドストエフスキー／
亀山郁夫　訳

光文社古典
新訳文庫

新しく入った本

近代文学文庫本

リニューアル‼


