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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

007.3/ﾌ/ スマホ断食 藤原 智美／著 潮出版社 産業 645.6/ｱ/ 愛犬の看取りマニュアル 南 直秀／監修 秀和システム

049/ﾆ/ 「ファミマ入店音」の正式なタイトルは「大盛況」に
決まりました。

西村 まさゆき／著 笠倉出版社 723.3/ﾀﾞ/ もっと知りたいサルバドール・ダリ 村松 和明／著 東京美術

148.5/ﾀ/ 谷口令の風水インテリア 谷口 令／著 主婦の友社 726.1/ﾏ/ 学べるマンガ100冊 佐渡島 庸平／ほか著 文藝春秋

150.2/ｵ/ 「衣食足りて礼節を知る」は誤りか 大倉 幸宏／著 新評論 759/ｱ/ レゴでつくろう世界の名建築 トム・アルフィン／著 エクスナレッジ

159.2/ﾀ/Z ミライの授業 瀧本 哲史／著 講談社 767.8/ｾ/ 懐かしの名歌・日本の唱歌 成美堂出版編集部／編 成美堂出版

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　D29　ネパールとヒマラヤトレッキング
2016〜17

地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 768.1/ｲ/ しの笛の吹き方 石高 琴風／編著 ケイ・エム・ピー

293.3/ｳ/ 渡英2年うめだまのイギリス自由帳 うめだ まりこ／著 KADOKAWA 781.4/ﾘ/ リンパを整えてキレイになるやさしいストレッチ 原田 優子／監修 成美堂出版

293.3/ﾔ/ 英国ファンタジーをめぐるロンドン散歩 山内 史子／文 小学館 789.8/ｻﾞ/ The NINJA-忍者ってナンジャ！？-公式ブック
The NINJA-忍者ってナン
ジャ！？-実行委員会／監修

KADOKAWA

302.5/ﾀ/ ニカラグアを知るための55章 田中 高／編著 明石書店 911.3/ｶ/ 金子兜太×いとうせいこうが選んだ「平和の俳句」 金子 兜太／選 小学館

314.8/ｻ/Z 高校生のための選挙入門 斎藤 一久／編著 三省堂 F/ｲ/ 青藍の峠 犬飼 六岐／著 集英社

317.6/ｶ/ 各種法人の？に答える現場が知りたいマイナンバー実務対応 佐藤 有紀／著 清文社 F/ｺ/ クララ殺し 小林 泰三／著 東京創元社

323.1/ｻ/ 憲法9条と安保法制 阪田 雅裕／著 有斐閣 F/ｿ/3-Z ぼくらの魔女戦記　3　ぼくらシリーズ 宗田 理／作 ポプラ社

336.9/ﾊ/16-17 はじめてでもわかる簿記と経理の仕事
'16ー'17年版

堀江 國明／著 成美堂出版 F/ﾅ/ ナゴヤドームで待ちあわせ 太田 忠司／著 ポプラ社

345/ｾﾞ/16 スッキリわかる不動産の税金ガイドブック
平成28年度版

尾崎 充／監修 清文社 F/ﾌ/ 生還せよ 福田 和代／著 KADOKAWA

361.4/ｵ/ くらべる東西 おかべ たかし／文 東京書籍 F/ﾐ/ 希望荘　杉村三郎シリーズ 宮部 みゆき／著 小学館

369.2/ｵ/ 高齢者施設お金・選び方・入居の流れがわかる本 太田 差惠子／著 翔泳社 914.6/ｲ/6 大人の流儀　6 伊集院 静／著 講談社

385.6/ｺ/ わたしの葬式心得 近藤 卓司／著
幻冬舎メディア
コンサルティング

914.6/ﾑ/ 息子ってヤツは 室井 佑月／著 毎日新聞出版

396.2/ｽ/ アシュリーの戦争 ゲイル・スマク・レモン／著 KADOKAWA G291/ｸ/ 地名でわかる水害大国・日本　（祥伝社新書） 楠原 佑介／著 祥伝社

481.7/ｺ/ 奄美 生命の鼓動 大方 洋二／写真 講談社 G933.7/ｱ/1 剣より強し　上　（新潮文庫 クリフトン年代記） ジェフリー・アーチャー／著 新潮社

492.5/ﾀ/ 自分でできる！筋膜リリースパーフェクトガイド 竹井 仁／著 自由国民社 G933.7/ｱ/2 剣より強し　下　（新潮文庫 クリフトン年代記） ジェフリー・アーチャー／著 新潮社

493.1/ｼ/ ヘモグロビンA1cを下げる<糖尿病>
撃退体操とかんたん動作

主婦の友インフォス情報社／編
主婦の友インフォス
情報社

GF/ｵ/5 居酒屋お夏　5　縁むすび 　(幻冬舎時代小説文庫) 岡本 さとる／著 幻冬舎 

493.7/ｴ/ 笑って付き合う認知症 榎本 睦郎／著 新潮社 GF/ｸ/1-Z 春天繚乱　1　（角川ビーンズ文庫） 九月 文／著 KADOKAWA

518.1/ﾐ/ 水の歴史 イアン・ミラー／著 原書房 GF/ｺ/Z 鬼の福招き　（ポプラ文庫ピュアフル 一鬼夜行） 小松 エメル／著 ポプラ社

527.8/ｼ/ マンションリノベーションの基本 主婦の友社／編 主婦の友社 GF/ｻ/1-Z 男装騎士の憂鬱な任務　1　（角川ビーンズ文庫） さき／著 KADOKAWA

547.4/ｱ/ 大きな字だからスグ分かる！LINEかんたん入門 東 弘子／著 マイナビ出版 GF/ｻ/2-Z 男装騎士の憂鬱な任務　2　（角川ビーンズ文庫） さき／著 KADOKAWA

591/ｵ/ 荻原博子のハッピー老後 荻原 博子／著 毎日新聞出版 GF/ｼ/5-Z ソードアート・オンラインオルタナティブ
ガンゲイル・オンライン　5　（電撃文庫）

時雨沢 恵一／著 KADOKAWA

591/ｵ/ おトクなお金はどっち？こっち！ 荻原 博子／著 講談社 GF/ｽ/ 妖気の山路　（徳間時代小説文庫） 鈴木 英治／著 徳間書店

594.9/ｲ/ シンプルかわいいマニキュアフラワーのアクセサリー いわせ あさこ／著 学研プラス GF/ﾅ/6-Z ガーリー・エアフォース　6　（電撃文庫） 夏海 公司／著 KADOKAWA

594.9/ﾃ/ 宝石みたいなてまりとくらしの小物 寺島 綾子／著 日本文芸社 GF/ﾆ/ 王の厨房　僕僕先生 零　（新潮文庫nex） 仁木 英之／著 新潮社

596.3/ﾕ/ 行正り香のクイックサラダ 行正 り香／著 主婦と生活社 GF/ﾏ/ 不殺の剣　神道無念流練兵館　（二見時代小説文庫） 牧 秀彦／著 二見書房
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