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図書部

新着図書一覧①

寄贈本

表示書名 著者表示 出版者
1 夜に星を放つ 窪／美澄∥著 文藝春秋
2 スタッフロール 深緑／野分∥著 文藝春秋
3 おいしいごはんが食べられますように 高瀬／隼子∥著 講談社
4 爆弾 呉／勝浩∥著 講談社
5 N 道尾／秀介∥著 集英社
6 絞め殺しの樹 河﨑／秋子∥著 小学館

7
人は話し方が9割 1分で人を動かし、100%好か
れる話し方のコツ

永松／茂久∥著 すばる舎

8 女人入眼 永井／紗耶子∥著 中央公論新社

9
1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き
「選ばれた才能」を120%活かす方法

加藤／俊徳∥著 ダイヤモンド社

10 変な家 雨穴∥著 飛鳥新社
11 終止符のない人生 反田／恭平∥著 幻冬舎

12 20代で得た知見 Ｆ∥著 KADOKAWA

13 相手の身になる練習 小学館YouthBooks 鎌田／實∥著 小学館

14 みんなに好かれなくていい 小学館YouthBooks 和田／秀樹∥著 小学館

15 親の期待に応えなくていい 小学館YouthBooks 鴻上／尚史∥著 小学館

16
極(エッセンシャル)アウトプット 「伝える力」で人
生が決まる 小学館YouthBooks

樺沢／紫苑∥著 小学館

17 なぜ世界を知るべきなのか 小学館YouthBooks 池上／彰∥著 小学館

18
やりたいことが見つからない君へ 小学館
YouthBooks

坪田／信貴∥著 小学館

19 自分を好きになれない君へ 小学館YouthBooks 野口／嘉則∥著 小学館

20
社会人大学人見知り学部卒業見込 角川文庫
わ13-1

若林／正恭∥〔著〕 KADOKAWA

21 咳をしても一人と一匹 角川文庫 む5-31 群／ようこ∥〔著〕 KADOKAWA
22 ののはな通信 角川文庫 み31-4 三浦／しをん∥〔著〕 KADOKAWA

23 1984 角川文庫 オ1-3
ジョージ・オーウェル
∥〔著〕

KADOKAWA

24
悪文 伝わる文章の作法 角川ソフィア文庫
E108-1

岩淵／悦太郎∥編
著

KADOKAWA

25 きりこについて 角川文庫 に19-1 西／加奈子∥〔著〕 角川書店
26 結界師の一輪華 角川文庫 く41-1 クレハ∥〔著〕 KADOKAWA
27 いつかの人質 角川文庫 あ66-3 芦沢／央∥〔著〕 KADOKAWA
28 長く高い壁 角川文庫 あ46-3 浅田／次郎∥〔著〕 KADOKAWA
29 恋愛中毒 角川文庫 山本／文緒∥〔著〕 角川書店

30
おそろし 三島屋変調百物語事始 角川文庫 み
28-51

宮部／みゆき∥
〔著〕

角川書店

31 警視庁アウトサイダー 角川文庫 か59-21 加藤／実秋∥〔著〕 KADOKAWA
32 異端の祝祭 角川ホラー文庫 ろ1-1 芦花公園∥〔著〕 KADOKAWA
33 教室が、ひとりになるまで 角川文庫 あ114-1 浅倉／秋成∥〔著〕 KADOKAWA
34 ひとり旅日和 角川文庫 あ99-2 秋川／滝美∥〔著〕 KADOKAWA
35 ショートショートドロップス 角川文庫 あ8-21 新井／素子∥〔著〕 KADOKAWA
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↑　手に取りやすいサイズの文庫本を大量に入荷しました！

どうぞ図書館に足を運んでみてください！！

図書館からお願い

☆本の返却をお願いします。
本の未返却が大変多いです。 
返却期限を過ぎた本を持っている人は、
　　　　　　いったん返却をお願いします。
次に借りたいと思っている人もいるかもしれません。
　　　　　　速やかに返却してください！
図書館カウンター上に「返却ボックス」がありますので、
　　　　　　　そこに入れてもかまいません。

新着図書一覧②

36 父と私の桜尾通り商店街 角川文庫 い100-2 今村／夏子∥〔著〕 KADOKAWA
37 それでも空は青い 角川文庫 お79-2 荻原／浩∥〔著〕 KADOKAWA

38 営繕かるかや怪異譚 角川文庫 お72-2
小野／不由美∥
〔著〕

KADOKAWA

39 本日も教官なり 角川文庫 お95-1
小野寺／史宜∥
〔著〕

KADOKAWA

40 みかんとひよどり 角川文庫 こ19-7 近藤／史恵∥〔著〕 KADOKAWA
41 わたしは告白ができない。 角川文庫 さ85-1 櫻／いいよ∥〔著〕 KADOKAWA
42 予言の島 角川ホラー文庫 さ4-11 澤村／伊智∥〔著〕 KADOKAWA
43 小説天気の子 角川文庫 し57-7 新海／誠∥〔著〕 KADOKAWA
44 小説すずめの戸締まり 角川文庫 し57-8 新海／誠∥〔著〕 KADOKAWA
45 めぐり逢いサンドイッチ 角川文庫 た91-1 谷／瑞恵∥〔著〕 KADOKAWA
46 100万回生きたきみ 角川文庫 な73-1 七月／隆文∥〔著〕 KADOKAWA
47 ギリギリ 角川文庫 は61-1 原田／ひ香∥〔著〕 KADOKAWA

48
偽りの春 神倉駅前交番狩野雷太の推理 角川
文庫 ふ42-1

降田／天∥〔著〕 KADOKAWA

49 水曜日の手紙 角川文庫 も21-4 森沢／明夫∥〔著〕 KADOKAWA
50 検事の信義 角川文庫 ゆ14-8 柚月／裕子∥〔著〕 KADOKAWA
51 最後の証人 角川文庫 ゆ14-2 柚月／裕子∥〔著〕 KADOKAWA
52 隠居すごろく 角川文庫 時-さ76-2 西條／奈加∥〔著〕 KADOKAWA

53
今夜、世界からこの恋が消えても メディアワー
クス文庫 い11-1

一条／岬∥〔著〕 KADOKAWA

54
どうか、彼女が死にますように メディアワークス
文庫 き13-1

喜友名／トト∥〔著〕 KADOKAWA

55
監獄に生きる君たちへ メディアワークス文庫 ま
7-3

松村／涼哉∥〔著〕 KADOKAWA

56
龍に恋う 贄の乙女の幸福な身の上 富士見L文
庫 み-7-1-1

道草／家守∥〔著〕 KADOKAWA

57 不在 角川文庫 あ115-1 彩瀬／まる∥〔著〕 KADOKAWA
58 本性 角川文庫 い64-6 伊岡／瞬∥〔著〕 KADOKAWA
59 みぞれ 角川文庫 し29-6 重松／清∥〔著〕 角川書店
60 悪い夏 角川文庫 そ5-1 染井／為人∥〔著〕 KADOKAWA
61 あの夏、二人のルカ 角川文庫 ほ27-1 誉田／哲也∥〔著〕 KADOKAWA
62 犬神家の一族 角川文庫 横溝／正史∥〔著〕 角川書店
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