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請求記号 書名 著者名 出版社 請求記号 書名 著者名 出版社

210/ｷ/2 地形で読む日本　都・城・町は、なぜそこにできたのか 金田 章裕／著
日経BP日本経済新聞
出版本部

F/ｸ/ 熔果 黒川 博行／著 新潮社

291/ｳ/ 戦国武将を癒やした温泉　名湯・隠し湯で歴史ロマンにつかる 上永 哲矢／著 天夢人 F/ﾆ/ 呉・広島ダブル殺人事件　十津川警部 西村 京太郎／著 双葉社

291.3/ｻ/21-2 埼玉　２０２１－２　川越・秩父・鉄道博物館 昭文社 F/ﾊ/ 李王家の縁談 林 真理子／著 文藝春秋

291.5/ｷﾞ/21 岐阜　２０２１　飛驒高山・白川郷 昭文社 914.6/ｳ/ ペーパームービー 内田 也哉子／著 朝日出版社

291.9/ｷ/35 季刊のぼろ　Vol.３５　２０２２冬　九州・山口版　平尾台に夢中。 西日本新聞社 916/ｳ/ 自閉症の息子をめぐる大変だけどフツーの日々 梅崎 正直／著 中央公論新社

291.9/ﾙ/22 るるぶ鹿児島　'２２　指宿霧島桜島　 ＪＴＢパブリッシング 923.7/ﾘ/ 円　劉慈欣短篇集 劉 慈欣／著 早川書房

291.9/ﾙ/22 るるぶ熊本阿蘇天草　'２２ ＪＴＢパブリッシング GF/ｱ/1 ひまつぶしの殺人　長編推理小説　（光文社文庫） 赤川 次郎／著 光文社

312.1/ｶ/ 永田町動物園　日本をダメにした１０１人 亀井 静香／著 講談社 GF/ｲ/4 大河の剣　4　書き下ろし長篇時代小説　（角川文庫） 稲葉 稔／著 KADOKAWA

337.2/ﾆ/22 日本貨幣カタログ　２０２２ 日本貨幣商協同組合／編集 日本貨幣商協同組合 GF/ｳ/12 日雇い浪人生活録　12　金の穽　（ハルキ文庫） 上田 秀人／著 角川春樹事務所

376.1/ｶ/ 感染症最新マニュアル　保育現場で役立つ 三石 知左子／総監修 チャイルド本社 GF/ｴ/ 真夜中乙女戦争　（角川文庫） F／著 KADOKAWA

379.9/ｽ/ ３兄弟のあしあと　才能の芽を育んだ菅生家の子育て記 菅生 好身／著 辰巳出版 GF/ｵ/9 五番勝負　若鷹武芸帖 　9　（光文社文庫） 岡本 さとる／著 光文社

自然
科学

431.1/ﾋ/ 暗記しないで化学入門　電子を見れば化学はわかる　 平山 令明／著 講談社 GF/ｶ/1 宮本武蔵の猿　奇剣三社流望月竜之進　（光文社文庫） 風野 真知雄／著 光文社

596/ｳ/ 梅宮家の秘伝レシピ　シンプルで豪快 梅宮 アンナ／監修 主婦の友社 GF/ｶ/2 菩薩の船　大江戸定年組 　2　（角川文庫） 風野 真知雄／著 KADOKAWA

596/ｻﾞ/ 直見工房　財前さんちの春夏秋冬のごはんと暮らし 財前 直見／著 宝島社 GF/ｶ/ 明け方の若者たち　（幻冬舎文庫） カツセ マサヒコ／著 幻冬舎

596/ｼ/ 干し芋の丸かじり 　 東海林 さだお／著 朝日新聞出版 GF/ｺ/ ふしぎな話　小池真理子怪奇譚傑作選　（角川ホラー文庫） 小池 真理子／著 KADOKAWA

596/ﾊﾞ/ 池波正太郎が通った＜店＞　増補改訂版 馬場 啓一／著 いそっぷ社 GF/ｽ/2 江戸の雷神　2　敵意　（中公文庫） 鈴木 英治／著 中央公論新社

596/ﾘ/1
りなてぃの一週間３５００円献立　１
ボリュームたっぷり２人分！　一汁三菜節約ごはん

ＲＩＮＡＴＹ／著 宝島社 GF/ﾃ/ 正しい愛と理想の息子　（光文社文庫） 寺地 はるな／著 光文社

596/ﾘ/2 りなてぃの一週間３５００円献立　２　豪華すぎる節約ごはん ＲＩＮＡＴＹ／著 宝島社 GF/ﾄ/6 虎狼狩り　介錯人・父子斬日譚　６　（祥伝社文庫） 鳥羽 亮／著 祥伝社

産業 625.8/ﾐ/ キウイフルーツ　　 三輪 正幸／著 NHK出版 GF/ﾋ/ 仇討ち包丁　盗まれた味　（時代文庫） 氷月 葵／著 コスミック出版

778.7/ｼ/ 新海誠の世界　時空を超えて響きあう魂のゆくえ 榎本 正樹／著 KADOKAWA GF/ﾏ/2 アルセーヌ・ルパン対明智小五郎　　黄金仮面の真実　（角川文庫） 松岡 圭祐／著 KADOKAWA

779.1/ｻ/ サンドウィッチマンの俺等に聞くの！? サンドウィッチマン／著 赤ちゃんとママ社 GF/ﾏ/1 美しき闘争　上　改版　（角川文庫） 松本 清張／著 KADOKAWA

908.3/ｺ/ 怖い家
エドガー・アラン・ポー
／ほか著

エクスナレッジ GF/ﾏ/2 美しき闘争　下　改版　（角川文庫） 松本 清張／著 KADOKAWA

911.3/ﾂ/ 次の角を曲がったら話そう　伊集院光とらじおと自由律俳句の本 伊集院 光／監修 小学館 G596/ｲ/ 食卓のつぶやき　（中公文庫） 池波 正太郎／著 中央公論新社

F/ｱ/ 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬／著 早川書房 G914.6/ﾖ/ 「違うこと」をしないこと　（角川文庫） 吉本 ばなな／著 KADOKAWA

F/ｱ/3 ひとり旅日和　3　運開き！ 秋川 滝美／著 KADOKAWA

F/ｱ/ 蚕の王 安東 能明／著 中央公論新社 F/ﾛ/11-Z 神達に拾われた男　11 　 Roy／著 ホビージャパン

F/ｲ/1 ミチクサ先生　上 伊集院 静／著 講談社 936/ﾊ/Z
ガール・コード
プログラミングで世界を変えた女子高生二人のほんとうのお話

ソフィー・ハウザー／著 Pヴァイン

F/ｲ/2 ミチクサ先生　下 伊集院 静／著 講談社 G420/ﾍ/Z 確かめてナットク！　物理の法則　（岩波ジュニア新書） ジョー・ヘルマンス／著 岩波書店

F/ｶ/ 吾妻おもかげ 梶 よう子／著 KADOKAWA G910.2/ｶ/Z 平安女子の楽しい！生活　（岩波ジュニア新書） 川村 裕子／著 岩波書店

F/ｶ/ 神曲 川村 元気／著 新潮社 G910.2/ｶ/Z 平安男子の元気な！生活　（岩波ジュニア新書） 川村 裕子／著 岩波書店

2022年1月16日

ティーンズ新刊

歴史

社会
科学

技術

芸術

文学

文学

新書
文庫

文学

新書
文庫


