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021.4/ﾂ/ 「伝わる」印刷物の基本ルール
作り方・発注の仕方がよくわかる

佐々木 剛士／著 誠文堂新光社 F/ｺ/ モップの精は旅に出る
女性清掃人探偵キリコシリーズ

近藤 史恵／著 実業之日本社

288.4/ﾏ/ とっておきの美智子さま
「平凡」が見た若き日の素顔

渡邉 みどり／監修 マガジンハウス F/ｺ/ 伊達の企て 近衛 龍春／著 毎日新聞出版

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　A11　2016〜17
ミラノ、ヴェネツィアと湖水地方

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

914.6/ｿ/ 生身の人間 曾野 綾子／著 河出書房新社

302.2/ｳ/ パレスチナを知るための60章 臼杵 陽／編著 明石書店 916/ｶ/ 不仲の母を介護し看取って気づいた
人生でいちばん大切なこと

川上 澄江／著 マキノ出版

327.5/ｾ/ もめごとの仲裁と解決のコツがわかる本 関岡 直樹／著 セルバ出版 G167/ｼ/ なぞのイスラム教　（宝島社新書） 島田 裕巳／著 宝島社

361.4/ﾅ/ アドラー心理学あなたが愛される5つの理由 内藤 誼人／著 ぱる出版 G280.4/ｲ/ 世界を動かす巨人たち　政治家編　（集英社新書） 池上 彰／著 集英社

366.2/ﾆ/ 働きかたNext選ぶのはあなた 日本経済新聞社／編
日本経済新聞
出版社

G291.9/ｲ/ 福岡地名の謎と歴史を訪ねて　（ベスト新書） 一坂 太郎／著 ベストセラーズ

367.7/ﾖ/ 老人の壁 養老 孟司／著 毎日新聞出版 G367.2/ｼﾞ/ 貴様いつまで女子でいるつもりだ問題　（幻冬舎文庫）
ジェーン・
スー／著

幻冬舎

369.2/ｺ/ 高齢者とつくる壁面かざり12か月
介護現場が楽しくなる！

目白大学／監修 日本文芸社 G367.3/ｺ/ 夫に死んでほしい妻たち　（朝日新書） 小林 美希／著 朝日新聞出版

K374/ｸ/ 学校における自殺予防教育のすすめ方 窪田 由紀／編 遠見書房 G367.3/ｼ/2 家族という病　2　（幻冬舎新書） 下重 暁子／著 幻冬舎

493.4/ｶ/ 過敏性腸症候群の安心ごはん
（食事療法はじめの一歩シリーズ） 松枝 啓／監修

女子栄養大学
出版部

GF/ｱ/ 哀歌の雨　競作時代アンソロジー　（祥伝社文庫） 今井 絵美子／著 祥伝社

493.7/ｱ/ ボケない暮らし30カ条 朝田 隆／著 法研 GF/ｱ/ 空飛ぶ広報室　（幻冬舎文庫） 有川 浩／著 幻冬舎

498.3/ｻ/ 関節ウォーキングで腰痛・ひざ痛が消えた！ 酒井 慎太郎／著 毎日新聞出版 GF/ｱ/3 旗本風来坊　3　助太刀始末　（コスミック・時代文庫） 芦川 淳一／著 コスミック出版

498.3/ﾅ/ きれいカッコいいシニアになろう！
40歳から始める人生の変え方 南雲 吉則／著 主婦の友社 GF/ｱ/6-Z 幽落町おばけ駄菓子屋　6

晴天に舞う鯉のぼり　（角川ホラー文庫） 蒼月 海里／著 KADOKAWA

498.5/ｺﾞ/ 女性の9割が鉄マグ欠乏症 後藤 日出夫／著 健康ジャーナル社 GF/ｳ/ 前夜　奥右筆外伝　（講談社文庫） 上田 秀人／著 講談社

547.4/ﾘ/ Wi‐Fi無線LAN基本&便利技
（今すぐ使えるかんたんmini） リンクアップ／著 技術評論社 GF/ｴ/ 哀歌　（講談社文芸文庫Wide） 遠藤 周作／著 講談社

548.2/ﾃﾞ/ できるゼロからはじめるWindowsタブレット超入門 法林 岳之／著 インプレス GF/ｵ/ 一途　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 岡本 さとる／著 角川春樹事務所

589.2/ﾔ/ 毎朝、服に迷わない 山本 あきこ／著 ダイヤモンド社 GF/ｶ/4 わるじい秘剣帖　4　ないないば　（双葉文庫） 風野 真知雄／著 双葉社

596.3/ﾁ/ ナムル100　（講談社のお料理BOOK） チョン テキョン／著 講談社 GF/ｺ/ 砂の守り　風烈廻り与力・青柳剣一郎　（祥伝社文庫） 小杉 健治／著 祥伝社

754.9/ｿ/
立体切り絵作家SouMaの
初めてでもできる立体切り絵 SouMa／著 産業編集センター GF/ｻ/Z 魔法科高校の劣等生SS　（電撃文庫） 佐島 勤／著 KADOKAWA

754.9/ﾔ/ かわいい鳥の立体切り紙 やまもと えみこ／著 誠文堂新光社 GF/ﾀ/Z 妖雲群行　アルスラーン戦記　（光文社文庫） 田中 芳樹／著 光文社

787.1/ﾁ/ 超図説はじめての海釣り 学研プラス GF/ﾄ/ 悲恋の太刀　はぐれ長屋の用心棒　（双葉文庫） 鳥羽 亮／著 双葉社

F/ｱ/ ノッキンオン・ロックドドア 青崎 有吾／著 徳間書店 GF/ﾅ/3-Z Fate/strange Fake　3　（電撃文庫）
TYPE-MOON
／原作

KADOKAWA

F/ｱ/ ままならないから私とあなた 朝井 リョウ／著 文藝春秋 GF/ﾆ/ 十津川村天誅殺人事件　十津川警部　（双葉文庫） 西村 京太郎／著 双葉社

F/ｱ/ ソウル行最終便 安東 能明／著 祥伝社 GF/ﾏ/2 探偵の鑑定　2　（講談社文庫） 松岡 圭祐／著 講談社

F/ｵ/ 死仮面 折原 一／著 文藝春秋 GF/ﾗ/ 楽土の虹　競作時代アンソロジー　（祥伝社文庫） 風野 真知雄／著 祥伝社

F/ｸ/ アカガミ 窪 美澄／著 河出書房新社 GF/ﾜ/ 桜おこわ　（時代小説文庫） 和田 はつ子／著 角川春樹事務所
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