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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

007.6/ｵ/ 超速パソコン仕事術 岡田 充弘／著 かんき出版 F/ﾌ/ 亡者たちの切り札 藤田 宜永／著 祥伝社

010.1/ｱ/ 拝啓市長さま、こんな図書館をつくりましょう
アントネッラ・
アンニョリ／著

みすず書房 F/ﾎ/ 硝子の太陽Rouge　姫川玲子シリーズ 誉田 哲也／著 光文社

010.2/ｼﾞ/ 世界の不思議な図書館
アレックス・
ジョンソン／著

創元社 F/ﾎ/ 硝子の太陽Noir 誉田 哲也／著 中央公論新社

146.8/ﾅ/Z 10代のための「くじけない心」をつくる本 中野 有美／著 大和出版 F/ﾐ/ ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊 かなえ／著 光文社

159/ﾓ/ 口ぐせだけですべてが変わる
人生を180度好転させる80のことば

元山 和也／著 自由国民社 F/ﾜ/ 夢の猫　古道具屋皆塵堂　７ 輪渡 颯介／著 講談社

172/ﾖ/ お悩み別この神さまに相談しよう 吉田 さらさ／著 飛鳥新社 914.6/ｺ/ こんがり、パン　（おいしい文藝）
赤瀬川 原平
／ほか著

河出書房新社

204/ｲ/2 逆説の世界史　2　一神教のタブーと民族差別 井沢 元彦／著 小学館 914.6/ﾆ/ 戦争とおはぎとグリンピース
婦人の新聞投稿欄「紅皿」集

西日本新聞社／編 西日本新聞社

210.1/ｲ/ 井沢元彦の教科書には載らない日本史 井沢 元彦／監修 宝島社 G364/ﾔ/ シルバー民主主義　（中公新書）
高齢者優遇をどう克服するか

八代 尚宏／著 中央公論新社

218.3/ﾊ/ 大洲藩・新谷藩　（シリーズ藩物語） 芳我 明彦／著 現代書館 G411.1/ｺ/ 脳を鍛える！計算力トレーニング　（平凡社新書） 小杉 拓也／著 平凡社

289.1/ｲ/ 村に火をつけ、白痴になれ　伊藤野枝伝 栗原 康／著 岩波書店 G493.7/ｲ/ ひきこもる女性たち　（ベスト新書） 池上 正樹／著 ベストセラーズ

289.2/ｿ/ 曹操の人望力　三国志最強の男 加来 耕三／著 すばる舎 G498.5/ﾏ/ 日本人の９割が誤解している糖質制限　（ベスト新書） 牧田 善二／著 ベストセラーズ

289.3/ﾄ/ ドナルド・トランプの大放言
史上最狂の大統領候補！

越智 道雄／監修 宝島社 G810.4/ｶ/ 不適切な日本語　（新潮新書） 梶原 しげる／著 新潮社

304/ｻ/ 日本の未来 櫻井 よしこ／著 新潮社 G910.2/ﾀ/ 食魔　谷崎潤一郎　（新潮新書） 坂本 葵／著 新潮社

312.2/ｺ/ 親日派！「蔡英文」
新台湾総統誕生で日本はどう変わるか

黄 文雄／著 宝島社 GF/ｱ/5-Z アオイハルノスベテ　5　（ファミ通文庫） 庵田 定夏／著 KADOKAWA

331/ｱ/ アリエリー教授の人生相談室
行動経済学で解決する１００の不合理

ダン・
アリエリー／著

早川書房 GF/ｱ/7 燦　7　天の刃　（文春文庫） あさの あつこ／著 文藝春秋

336.4/ﾂ/ 社会人育成そもそも論 土田 毅／著
幻冬舎メディア
コンサルティング

GF/ｲ/ 別れの川　（光文社時代小説文庫） 稲葉 稔／著 光文社

369.2/ﾜ/ 障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本 渡部 伸／著 主婦の友社 GF/ｲ/1 親鸞　完結篇　上　（講談社文庫） 五木 寛之／著 講談社

369/ｷ/ 目で見てわかる最新介護術 北田 信一／著 成美堂出版 GF/ｲ/2 親鸞　完結篇　下　（講談社文庫） 五木 寛之／著 講談社

自然
科学 496.3/ﾒ/ 目の病気がよくわかる本

緑内障・白内障・加齢黄斑変性と網膜の病気
大鹿 哲郎／監修 講談社 G913.6/ｴ/ 『深い河』創作日記　（講談社文芸文庫） 遠藤 周作／著 講談社

547.4/ﾎ/ ゼロからわかるPHP超入門
Webプログラミングの第一歩

星野 香保子／著 技術評論社 GF/ｶ/ 後藤又兵衛　（文春文庫） 風野 真知雄／著 文藝春秋

596.6/ｵ/ おうちで作るアイスケーキ 岡本 ゆかこ／著 河出書房新社 GF/ｶ/1 閻魔裁き　１　（時代小説文庫）
寺社奉行脇坂閻魔見参！

風野 真知雄／著 角川春樹事務所

産業 617.6/ﾏ/ 育てて楽しむサンショウ 栽培・利用加工 真野 隆司／編 創森社 GF/ｺ/4-Z 地獄堂霊界通信　4　（講談社文庫） 香月 日輪／著 講談社

779.1/ｺ/ コレ、噓みたいやけど、全部ホンマの話やねん
体当たり芸人の実録ノンフィクション漫談

コラアゲン
はいごうまん／著

幻冬舎 GF/ﾀ/4-Z 思い出のとき修理します　4
永久時計を胸に　（集英社文庫）

谷 瑞恵／著 集英社

796/ﾂ/ ３手５手詰パラダイス　（マイナビ将棋文庫）
詰みの力を倍増させる２００題

詰将棋
パラダイス／編

マイナビ出版 GF/ﾄﾞ/ 引っ越し大名三千里　（時代小説文庫） 土橋 章宏／著 角川春樹事務所

F/ｱ/ 京都・高野路殺人事件　道原伝吉シリーズ
（TOKUMA NOVELS）

梓 林太郎／著 徳間書店 GF/ﾅ/ ティファニーで昼食を
ランチ刑事の事件簿　（ハルキ文庫）

七尾 与史／著 角川春樹事務所

F/ｱ/ 半席 青山 文平／著 新潮社 GF/ﾉ/ 出来心　ご隠居さん　（文春文庫） 野口 卓／著 文藝春秋

F/ﾂ/ 半減期を祝って 津島 佑子／著 講談社 GF/ﾉ/3-Z 楽園(ハレム)への清く正しき道程(ルート)　3
（ファミ通文庫）

野村 美月／著 KADOKAWA

F/ﾅ/ 赤い刻印 長岡 弘樹／著 双葉社 GF/ﾌ/ 虎徹入道　（光文社時代小説文庫） 藤井 邦夫／著 光文社

F/ﾆ/ 高山本線の昼と夜　十津川警部　（FUTABA NOVELS） 西村 京太郎／著 双葉社 GF/ﾎ/3 使の者の事件帖　3
何れ菖蒲か杜若　（双葉文庫）

誉田 龍一／著 双葉社

F/ﾆ/Z 掟上今日子の婚姻届 西尾 維新／著 講談社 GF/ﾏ/ 青春の雄嵐(あらし)　（光文社時代小説文庫） 牧 秀彦／著 光文社

F/ﾊ/ 秋霜 葉室 麟／著 祥伝社 GF/ﾓ/ 新選組剣客伝　（時代小説文庫） 森村 誠一／著 角川春樹事務所

F/ﾋ/ マチネの終わりに 平野 啓一郎／著 毎日新聞出版
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