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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

総記 069/ﾅ/ ぶらりあるきミャンマー・ラオスの博物館 中村 浩／著 芙蓉書房出版 914.6/ｷ/ 週末介護 岸本 葉子／著 晶文社

123.8/ｺ/ あなたの悩みを晴らす論語 佐久 協／著 池田書店 916/ｸ/ トットちゃんとソウくんの戦争 黒柳 徹子／著 講談社

135.5/ｱ/ 世界一の『幸福論』が教えてくれた
明日がもっと幸せになる方法

アラン研究会／著 アスコム F/ｱ/ 安芸広島水の都の殺人
旅行作家・茶屋次郎の事件簿　（ノン・ノベル）

梓 林太郎／著 祥伝社

140.4/ﾅ/ 思わず他人(ひと)に試したくなる心理テスト 中嶋 真澄／著 PHP研究所 F/ｲ/ 陸王 池井戸 潤／著 集英社

141.6/ｶ/ なぜあの人は平気であなたを傷つけるのか 春日 武彦／著 宝島社 F/ﾄ/ ブッポウソウは忘れない
翼の謎解きフィールドノート

鳥飼 否宇／著 ポプラ社

219.9/ｴ/ 僕は少年ゲリラ兵だった
NHKスペシャル取材班
／著

新潮社 F/ﾆ/Z 撫物語　（講談社BOX） 西尾 維新／著 講談社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　A02　 イギリス  2016〜17
「地球の歩き方」編集室
／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 F/ﾏ/ すごろく巡礼 松崎 有理／著 光文社

290.9/ﾆ/ 別世界旅行
日本経済新聞出版社
／編

日本経済新聞出版社 F/ﾐ/ スタフ 道尾 秀介／著 文藝春秋

291.9/ﾌ/ 福岡県の山　（分県登山ガイド） 五十嵐 賢／著 山と溪谷社 F/ﾔ/ ずんずん！ 山本 一力／著 中央公論新社

292.2/ｵ/ わくわく台北さんぽ オガワ ナホ／著 誠文堂新光社 G291/ﾔ/ 消えた都道府県名の謎　（イースト新書Q） 八幡 和郎／著 イースト・プレス

302.2/ﾀ/ シンガポールを知るための65章
（エリア・スタディーズ）

田村 慶子／編著 明石書店 G311.1/ﾎ/ 感情で釣られる人々　（集英社新書） 堀内 進之介／著 集英社

319.8/ﾋ/ 「核の戦国時代」が始まる 日高 義樹／著 PHP研究所 G327.1/ﾑ/ 家裁調査官は見た　（新潮新書） 村尾 泰弘／著 新潮社

366.2/ﾀ/18 資格取り方選び方全ガイド　2018年版 高橋書店編集部／編 高橋書店 G336.4/ﾀ/ ベビー社員　（PHPビジネス新書） 田北 百樹子／著 PHP研究所

460.8/ｷ/ 奇界生物図鑑 エクスナレッジ G361.6/ﾔ/ 日本会議　（集英社新書） 山崎 雅弘／著 集英社

481.7/ﾎ/ 海の寄生・共生生物図鑑 星野 修／著 築地書館 G369.3/ｶ/ 日本水没　（朝日新書） 河田 惠昭／著 朝日新聞出版

491.7/ﾊ/ 体のなかから元気になる「発酵菌」
早わかりマニュアル

長谷川 ろみ／著 主婦と生活社 G492.1/ﾔ/ 医療探偵「総合診療医」　（光文社新書） 山中 克郎／著 光文社

493.7/ｴ/ よくわかる依存症 榎本 稔／著 主婦の友社 G743/ﾆ/ SNS時代の写真ルールとマナー　（朝日新書） 日本写真家協会／編 朝日新聞出版

493.7/ﾔ/ 「認知症」がとまった！？ 山本 朋史／著 朝日新聞出版 GF/ｱ/17-Z されど罪人は竜と踊る　17　（ガガガ文庫） 浅井 ラボ／著 小学館

520.8/ﾅ/ 謎を呼ぶ大建築
ナショナルジオグラフィック
／編著

日経ナショナル
ジオグラフィック社

GF/ｲ/ 女子高生ハッカー鈴木沙穂梨と0.02ミリの冒険
（集英社文庫）

一田 和樹／著 集英社

592.7/ｱ/ 手づくりインテリア D.I.Y.
PROJECT！！

朝日新聞出版編集部
／編著

朝日新聞出版 GF/ｵ/ 喧嘩屋　取次屋栄三　（祥伝社文庫） 岡本 さとる／著 祥伝社

594.6/ﾂ/ つゆつき流つまみ細工のいろは 土田 由紀子／著 日本ヴォーグ社 GF/ｵ/10-Z 櫻子さんの足下には死体が
埋まっている　10　（角川文庫）

太田 紫織／著 KADOKAWA

594.7/ｺ/ 口金づかいのバッグ 越膳 夕香／著 日本ヴォーグ社 GF/ｶ/5 わるじい秘剣帖　5　（双葉文庫） 風野 真知雄／著 双葉社

596.2/ﾊﾟ/ 餃子の創り方 パラダイス山元／著 光文社 GF/ｶ/6 隠密味見方同心　6　（講談社文庫） 風野 真知雄／著 講談社

596.6/ｼ/ 糖質ほぼ0スイーツ&スナック 主婦の友社／編 主婦の友社 GF/ｸ/ 大江戸秘脚便　（講談社文庫） 倉阪 鬼一郎／著 講談社

産業 686.2/ｲ/ 鉄道唱歌と地図でたどるあの駅この街 今尾 恵介／著 朝日新聞出版 GF/ｺ/ 別離　蘭方医・宇津木新吾　（双葉文庫） 小杉 健治／著 双葉社

726.1/ｱ/ バカ田大学講義録なのだ！ 泉 麻人／著 文藝春秋 GF/ｻ/ 鈍刀　帳尻屋仕置　（双葉文庫） 坂岡 真／著 双葉社

726.6/ｾ/ ねないこはわたし せな けいこ／作・絵 文藝春秋 GF/ｻ/ 若返り同心如月源十郎　（講談社文庫） 佐々木 裕一／著 講談社

726.6/ﾌ/ ブーちゃん 藤城 清治／絵・文 講談社 GF/ﾄﾞ/ 共犯捜査　（集英社文庫） 堂場 瞬一／著 集英社

740.2/ﾓ/ 明治初期日本の原風景と謎の少年写真家 アルフレッド・モーザー／著 洋泉社 GF/ﾊﾞ/ 走れ銀八　大富豪同心　（双葉文庫） 幡 大介／著 双葉社

746/ｲ/ 今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！
デジカメ写真活用術

井上 香緒里／著 技術評論社 GF/ﾏ/1 松本清張ジャンル別作品集　1　（双葉文庫） 松本 清張／著 双葉社

778.2/ｱ/ 私は女優 浅丘 ルリ子／著 日本経済新聞出版社 GF/ﾔ/ 山岳迷宮(ラビリンス)　（光文社文庫） 梓 林太郎／ほか著 光文社

779.1/ﾗ/ 落語 横井 洋司／写真 山川出版社 G933.7/ｼﾞ/ さわらぬ先祖にたたりなし
おばあちゃん姉妹探偵　（コージーブックス）

アン・ジョージ／著 原書房

796/ﾄ/ 石田流を指しこなす本　持久戦と新しい動き 戸辺 誠／著 浅川書房 G933.7/ﾊ/1 亡霊は砂塵に消えた　上　（竹書房文庫）
ジェイムズ・R.
ハンニバル／著

竹書房

910.2/ｲ/ いつもおまえが傍にいた 今井 絵美子／著 祥伝社 G933.7/ﾊ/2 亡霊は砂塵に消えた　下　（竹書房文庫）
ジェイムズ・R.
ハンニバル／著

竹書房

914.6/ｷ/ いまそこにいる君は 北方 謙三／著 新潮社
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