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007.6/ｱ/ 大きな字だからスグ分かる！ウィンドウズ10かんたん入門
（まったく初めての人の超ビギナー本）

東 弘子／著 マイナビ出版 780.6/ｲ/ これならわかるオリンピックの歴史Ｑ＆Ａ 石出 法太／著 大月書店

019.9/ｷ/ きみに贈る本 中村 文則／著 中央公論新社 786.3/ｷ/ 基本がわかる！キャンプレッスンブック JTBパブリッシング

104/ﾊ/ 大論争！哲学バトル 畠山 創／著 KADOKAWA 789.8/ﾔ/ 忍者の歴史　（角川選書） 山田 雄司／著 KADOKAWA

148/ﾅ/ すごい「お清め」プレミアム
呪いが解けちゃう！

中井 耀香／著 KADOKAWA 言語 809.4/ｼ/ 失敗しない１分間スピーチスピード学習帳
１時間で復習！

主婦の友社／編 主婦の友社

162.1/ｼ/ なぜ宗教家は日本でいちばん長寿なのか 島田 裕巳／著 KADOKAWA 913.4/ﾍ/3 謹訳平家物語　3 林 望／訳著 祥伝社

221/ｾ/ 韓民族こそ歴史の加害者である
東アジアのトラブルメーカー

石 平／著 飛鳥新社 F/ｱ/ 自殺予定日 秋吉 理香子／著 東京創元社

288.4/ﾚ/ 歴代天皇125代の謎
歴史REAL
編集部／編

洋泉社 F/ｶ/ 葵の月 梶 よう子／著 KADOKAWA

290.3/ﾃ/ 地図で訪ねる歴史の舞台　世界
帝国書院
編集部／著

帝国書院 F/ｺ/1 この日のために　上
池田勇人・東京五輪への軌跡

幸田 真音／著 KADOKAWA

291/ﾃ/ 地図で訪ねる歴史の舞台　日本
帝国書院
編集部／著

帝国書院 F/ｺ/2 この日のために　下
池田勇人・東京五輪への軌跡

幸田 真音／著 KADOKAWA

292.2/ｷ/ 新モンゴル紀行　（とんぼの本）
ザナバザルの造りし美仏のもとへ

菊間 潤吾／著 新潮社 F/ｾ/ 求愛 瀬戸内 寂聴／著 集英社

304/ﾐ/3 日本一心を揺るがす新聞の社説　3
「感動」「希望」「情」を届ける４３の物語

水谷 もりひと／著 ごま書房新社 F/ﾀ/ 彩(いろ)は匂へど　（其角と一蝶） 田牧 大和／著 光文社

332.1/ｲ/ 今さら聞けない経済教室
こどもに聞かれても困らない６０の疑問と答え

池田 信夫／著 東洋経済新報社 F/ﾂ/ ジャッカ・ドフニ　海の記憶の物語 津島 佑子／著 集英社

367.7/ﾎ/
一生お金に困らない老後の生活術
精神科医が教える

保坂 隆／著 PHP研究所 F/ﾆ/Z 人類最強の純愛　（講談社ノベルス） 西尾 維新／著 講談社

379.4/ﾌ/ きみがもし選挙に行くならば
息子と考える１８歳選挙権

古川 元久／著 集英社 F/ﾓ/ χの悲劇　Gシリーズ　（講談社ノベルス） 森 博嗣／著 講談社

490.4/ﾋ/ 日野原重明先生の生き方教室 日野原 重明／著 日経BP社 F/ﾓ/ エミリの小さな包丁 森沢 明夫／著 KADOKAWA

498.5/ｼ/ 食品添加物用語の基礎知識 小薮 浩二郎／監修 マガジンランド 914.6/ﾖ/ イヤシノウタ 吉本 ばなな／著 新潮社

499.8/ﾓ/ 自然ぐすり　正しく暮らすシリーズ
植物や食べものの手当てでからだとこころの不調をととのえる

森田 敦子／著 ワニブックス G289.1/ｲ/ 女城主・井伊直虎　（PHP文庫） 楠戸 義昭／著 PHP研究所

547.4/ｱ/ 今すぐ使えるかんたんネットワークのしくみ超入門 網野 衛二／著 技術評論社 G304/ｲ/7 知らないと恥をかく世界の大問題　7
Ｇゼロ時代の新しい帝国主義　（角川新書）

池上 彰／著 KADOKAWA

593.3/ﾌ/ 服のちょこっとお直しレッスンBOOK
手ぬいでカンタン！

リフォームスタジオ
株式会社／指導

学研プラス G312.1/ｵ/ 田中角栄巨魁伝　（朝日文庫） 大下 英治／著 朝日新聞出版

594.6/ｼ/2 トルコの伝統手芸「オヤ」でつくるビーズを
編み込むすてきアクセサリー　2

C・R・K
design／著

高橋書店 G376.4/ﾊ/ 「才色兼備」が育つ神戸女学院の教え
教えて！校長先生　（中公新書ラクレ）

林 真理子／著 中央公論新社

594/ﾆ/ ねこ手芸　私だけのニャンを手作り 日本ヴォーグ社 GF/ｱ/ 伴連れ　（新潮文庫） 安東 能明／著 新潮社

596.2/ﾎ/ ホシハナヴィレッジのおいしいタイ料理
ホシハナ
ヴィレッジ／著

主婦の友社 GF/ｵ/7-Z オーダーは探偵に　7　（メディアワークス文庫）
謎解きだらけのテーマパーク

近江 泉美／著 KADOKAWA

596.6/ｱ/ VEGAN BREAD
白砂糖・卵・乳製品を使わないパンづくり

朝倉 みちよ／著 雷鳥社 GF/ｽ/ 野盗薙ぎ　（徳間時代小説文庫） 鈴木 英治／著 徳間書店

596/ﾕ/ 長生きごはん　健康寿命をのばす
ゆうゆう
編集部／編

主婦の友社 GF/ﾊﾞ/5 真田合戦記　5　昌幸の初陣　（徳間時代小説文庫） 幡 大介／著 徳間書店

産業 617.9/ﾗ/ オリーブの歴史　（「食」の図書館）
ファブリーツィア・
ランツァ／著

原書房 GF/ﾎ/ スクールカースト殺人教室　（新潮文庫nex） 堀内 公太郎／著 新潮社

T/732.1/ﾑ/ もっと知りたい棟方志功　生涯と作品 石井 頼子／著 東京美術 G943.7/ﾎﾟ/ 古城ゲーム　（創元推理文庫）
ウルズラ・
ポツナンスキ／著

東京創元社

754.9/ﾏ/ はじめての手作りカード maimai／著 日本ヴォーグ社
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