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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

哲学 140.1/ｳ/ 植木理恵の人間関係がすっきりする行動心理学 植木 理恵／監修 宝島社 F/ｸ/ ベルサイユの秘密　女子大生桜川東子の推理 鯨 統一郎／著 光文社

210.7/ｼ/ 戦地からの最期の手紙
二十二人の若き海軍将兵の遺書

将口 泰浩／著 海竜社 F/ｸ/ 揺らぐ街 熊谷 達也／著 光文社

220/ｺ/ テュルクを知るための６１章 小松 久男／編著 明石書店 F/ｻ/ 女子的生活 坂木 司／著 新潮社

289.1/ｲ/ 城主になった女 井伊直虎 梓澤 要／著 NHK出版 F/ｼ/ あおぞら町　春子さんの冒険と推理 柴田 よしき／著 原書房

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　D13　2016〜17　ソウル
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ﾋ/ 危険なビーナス 東野 圭吾／著 講談社

293.8/ﾙ/16 るるぶロシア　2016　モスクワ・サンクトペテルブルク
（るるぶ情報版 Europe）

JTB
パブリッシング

F/ﾐ/1 ドナ・ビボラの爪　上 宮本 昌孝／著 中央公論新社

336.2/ｻ/ 短時間で「完全集中」するメソッド 佐々木 正悟／著 大和書房 F/ﾐ/2 ドナ・ビボラの爪　下 宮本 昌孝／著 中央公論新社

364.3/ｼ/ 知らないとソンするお金と税金の話
年金制度 雇用保険 相続税 贈与税 住宅ローン 確定申告

学研プラス F/ﾔ/ 柳屋商店開店中 柳 広司／著 原書房

367.4/ｼ/ りこんのこども 紫原 明子／著 マガジンハウス F/ﾔ/ 裏切りのプログラム
ハッカー探偵鹿敷堂桂馬

柳井 政和／著 文藝春秋

368.6/ｲ/ 「鬼畜」の家　わが子を殺す親たち 石井 光太／著 新潮社 914.6/ｻ/ 洗えば使える泥名言 西原 理恵子／著 文藝春秋

368.6/ﾀ/ もしもテロにあったら、自分で自分の命を
守る民間防衛マニュアル

武田 信彦／著 ウェッジ 914.6/ﾅ/ 見てる、知ってる、考えてる 中島 芭旺／著 サンマーク出版

369.3/ｼﾞ/ 地震イツモマニュアル
地震イツモ
プロジェクト／編

ポプラ社 914.6/ﾏ/ まるまる、フルーツ 青木 玉／ほか著 河出書房新社

465/ﾄ/ ときめく微生物図鑑 塩野 正道／写真 山と溪谷社 933.7/ｷ/1 ミスター・メルセデス　上
スティーヴン・
キング／著

文藝春秋

480.4/ｸﾞ/ 進化くん
マラ・
グランバム／著

飛鳥新社 933.7/ｷ/2 ミスター・メルセデス　下
スティーヴン・
キング／著

文藝春秋

484/ﾃ/ ときめく貝殻図鑑 寺本 沙也加／文 山と溪谷社 933.7/ｷ/14-Z プリンセス・ダイアリー　14
ロイヤル・ウェディング篇

メグ・
キャボット／著

河出書房新社

493.7/ｻ/ 最新ワザ！１００歳までボケない手指体操 白澤 卓二／監修 主婦と生活社 G049/ﾄ/ まるで本当のような噓の話
あなたの雑談力を上げる！　（ワニブックス|PLUS|新書）

トキオ・
ナレッジ／著

ワニ・プラス

494.7/ﾑ/ ５秒キープ！痛みとりストレッチ
首・肩・腰・膝のしつこい痛みがラクになる

宗田 大／著 青春出版社 G374.9/ｱ/ ルポ保健室　子どもの貧困・虐待・性のリアル　（朝日新書） 秋山 千佳／著 朝日新聞出版

498.3/ﾌ/ 痛みはうつぶせで治しなさい
腰痛、ひざ痛、肩こりのない長持ちするからだをつくるには

舟波 真一／著 小学館 G495.4/ｲ/ 生殖医療の衝撃　（講談社現代新書） 石原 理／著 講談社

547.4/ﾐ/ かんたんネットワーク入門
イラストでわかるネットワークのしくみ

三輪 賢一／著 技術評論社 G726.1/ﾅ/Z 坊っちゃん　（まんがで読破） 夏目 漱石／原作
イースト・
プレス

589.2/ﾖ/ プチプラおしゃれ図鑑
イラストでわかるコーデ術

Yoko／著 KADOKAWA GF/ｱ/ 広域指定　（新潮文庫） 安東 能明／著 新潮社

597.9/ｲ/ 石黒式ヤバイ掃除術 石黒 英雄／著 宝島社 GF/ｱ/5 天切り松闇がたり　第5巻　ライムライト　（集英社文庫） 浅田 次郎／著 集英社

625.7/ｱ/ ナッツの歴史　「食」の図書館
ケン・
アルバーラ／著

原書房 GF/ｲ/ 永遠(とわ)に　立場茶屋おりき 　２５　（時代小説文庫） 今井 絵美子／著 角川春樹事務所

670.9/ｳ/ 英文ビジネスメールモノの言い方辞典
失礼のない表現を、パッと探して、すぐ書ける！

上野 陽子／著 KADOKAWA GF/ｳ/ 乱用　表御番医師診療禄　８　（角川文庫） 上田 秀人／著 KADOKAWA

693.2/ﾊ/ 図説・戦前記念切手
切手ビジュアルヒストリー・シリーズ

原田 昌幸／著 日本郵趣出版 GF/ｵ/ 挑まれた戦い　北町影同心　３　（二見時代小説文庫） 沖田 正午／著 二見書房

T/723.3/ﾏ/ もっと知りたいマティス　生涯と作品
（アート・ビギナーズ・コレクション）

天野 知香／著 東京美術 GF/ｻ/ 将軍の首　公家武者松平信平　１４　（二見時代小説文庫） 佐々木 裕一／著 二見書房

748/ｳ/ 美しい日本の廃墟
いま見たい日本の廃墟たち

ヨウスケ
／写真・著

エムディエヌ
コーポレーション

GF/ｼﾞ/ 十年交差点　（新潮文庫nex） 中田 永一／著 新潮社

753.8/ﾔ/ みんなのおりぞめ 山本 俊樹／編著 仮説社 GF/ｼﾞ/7-Z カゲロウデイズ　7　from the darkness　（KCG文庫） じん(自然の敵P)／著 KADOKAWA

910.2/ｿ/ 曽野綾子自伝　この世に恋して 曽野 綾子／著 ワック GF/ﾅ/3 バリ3探偵圏内ちゃん　3
凸撃忌女即身仏事件　（新潮文庫nex）

七尾 与史／著 新潮社

F/ｲ/ 7デイズ　日韓特命捜査ファイル 五十嵐 貴久／著 PHP研究所 GF/ﾆ/ 十津川警部時効なき殺人　（新潮文庫） 西村 京太郎／著 新潮社

F/ｲ/ 天下を計る 岩井 三四二／著 PHP研究所 GF/ﾉ/ すずの爪あと　乃南アサ短編傑作選　（新潮文庫） 乃南 アサ／著 新潮社

F/ｵ/ よっつ屋根の下 大崎 梢／著 光文社 GF/ﾖ/ 渡り辻番人情帖　（角川文庫） 吉田 雄亮／著 KADOKAWA

F/ｶ/ 室町無頼 垣根 涼介／著 新潮社 G914.6/ｲ/ 70歳！　人と社会の老いの作法　（文春新書） 五木 寛之／著 文藝春秋
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