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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/ｱ/ プログラムの絵本
プログラミングの基本がわかる９つの扉

アンク／著 翔泳社 F/ｱ/ 最悪の将軍 朝井 まかて／著 集英社

010.8/ｺ/11 講座・図書館情報学　１１
情報資源組織演習

山本 順一／監修 ミネルヴァ書房 F/ｲ/ 江戸を造った男 伊東 潤／著 朝日新聞出版

哲学 104/ｵ/ 「まいっか」というだけで幸せになる
哲学者小川仁志の教え

小川 仁志／著 自由国民社 F/ｵ/ ヴァラエティ 奥田 英朗／著 講談社

歴史 210.2/ﾅ/ 遺跡でたどる邪馬台国論争 中村 俊介／著 同成社 F/ｵ/ 蜜蜂と遠雷 恩田 陸／著 幻冬舎

350.1/ﾆ/ 統計学が最強の学問である　ビジネス編
データを利益に変える知恵とデザイン

西内 啓／著 ダイヤモンド社 F/ｵ/2 あずかりやさん　２
桐島くんの青春

大山 淳子／著 ポプラ社

361.4/ﾓ/ 元刑事が教えるウソと心理の見抜き方 森 透匡／著 明日香出版社 F/ｶ/ 五弁の秋花　みとや・お瑛仕入帖　２ 梶 よう子／著 新潮社

369.2/ﾆ/ これならわかる〈スッキリ図解〉障害者差別解消法 二本柳 覚／編著 翔泳社 F/ｷ/1 魂の沃野　上 北方 謙三／著 中央公論新社

369.2/ﾕ/ 介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。　2訂版 松川 竜也／監修
ユーキャン
学び出版部

F/ｷ/2 魂の沃野　下 北方 謙三／著 中央公論新社

369.4/ﾀ/ はい。赤ちゃん相談室、田尻です。
シリーズ・福祉と医療の現場から　１

田尻 由貴子／著 ミネルヴァ書房 F/ｺ/ 曲がり木たち 小手鞠 るい／著 原書房

384.3/ｸ/ マタギ奇談 工藤 隆雄／著 山と溪谷社 F/ﾂ/1 叛骨　上　陸奥宗光の生涯 津本 陽／著 潮出版社

392.1/ﾄ/ 矛盾だらけの日本の安全保障
「専守防衛」で日本は守れない

冨澤 暉／著 海竜社 F/ﾂ/2 叛骨　下　陸奥宗光の生涯 津本 陽／著 潮出版社

431.1/ﾊﾞ/ 元素よもやま話　元素を楽しく深く知る 馬場 祐治／著 本の泉社 F/ﾄﾞ/ 駄犬道中おかげ参り 土橋 章宏／著 小学館

492.7/ｱ/ 筋膜ストレッチ
「さする＆伸ばす」で痛みを解消！

小井手 智啓／監修 朝日新聞出版 F/ﾑ/ 人の樹 村田 喜代子／著 潮出版社

496/ﾌ/ やってはいけない目の治療
スーパードクターが教える“ほんとうは怖い”目のはなし

深作 秀春／著 KADOKAWA F/ﾑ/ 桜風堂ものがたり 村山 早紀／著 PHP研究所

498.5/ｾ/ 世界一やさしい！栄養素図鑑 牧野 直子／監修 新星出版社 F/ﾔ/ 芝浜　落語小説集 山本 一力／著 小学館

498.5/ﾍﾞ/ １００歳まで元気な人は何を食べているか？ 辨野 義己／著 三笠書房 914.6/ﾐ/14 三谷幸喜のありふれた生活　14
いくさ上手

三谷 幸喜／著 朝日新聞出版

589.2/ｸ/ 冷え冷えさんのためのぽかぽかお洒落スタイル
クラリネ
「温め部」／編

宝島社 914.6/ﾖ/ 下北沢について 吉本 ばなな／著 幻冬舎

594.2/ｳ/ こぎん刺し模様あそび
伝統柄×かわいいオリジナル図案

植木 友子／著 日本ヴォーグ社 G369.3/ｵ/ 御嶽山噴火生還者の証言　（ヤマケイ新書）
あれから２年、伝え繫ぐ共生への試み

小川 さゆり／著 山と溪谷社

594.9/ﾀ/ 羊毛フェルトで作るまんまることりぽてぽてことり
ことりの雑貨＆アクセサリーの作り方・色分け付き

滝口 園子／著 日東書院本社 G369.4/ﾔ/ 告発児童相談所が子供を殺す　（文春新書） 山脇 由貴子／著 文藝春秋

596.2/ﾊﾟ/ イタリアマンマの粉ものレシピ
本格的ピッツァやパスタが家で作れる！

パンツェッタ
貴久子／著

講談社 GF/ｱ/3-Z 招き猫神社のテンテコ舞いな日々　３
（メディアワークス文庫）

有間 カオル／著 KADOKAWA

596.3/ｶ/ 野菜玉ですごい簡単うちごはん
つくりおきの新定番！

金丸 絵里加／著 東京書店 GF/ｱ/3-Z 幻想古書店で珈琲を　３
賢者たちの秘密　（ハルキ文庫）

蒼月 海里／著 角川春樹事務所

596/ﾏ/ 段取り上手になる！献立BOOK
料理の手順がひと目でわかる！

牧野 直子／著 成美堂出版 GF/ｷ/ 闇奉行娘攫い　（祥伝社文庫） 喜安 幸夫／著 祥伝社

721.4/ｲ/ 若冲の花
８５年の人生、画家は何処に辿り着いたか

朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 GF/ｺ/1 闇仕合　上　栄次郎江戸暦　１６ 小杉 健治／著 二見書房

728.7/ｼ/ サイン・署名のつくり方 署名ドットコム／著 スモール出版 GF/ｽ/ 警視庁組対特捜Ｋ　（中公文庫） 鈴峯 紅也／著 中央公論新社

743.7/ﾕ/ あかるい物撮り ゆかい／著
ビー・エヌ・
エヌ新社

GF/ﾆ/Z 押絵と旅する美少年　（講談社タイガ） 西尾 維新／著 講談社

754.9/ｶ/ 手作りカードアイデアブック　改訂新版
ポップアップ、スタンプ、切り絵

河出書房新社／編集 河出書房新社 GF/ﾊ/ 破壊屋(こわしや)　（ハルキ文庫）
麻布署生活安全課小栗烈　２

浜田 文人／著 角川春樹事務所

783.7/ﾅ/ 永遠の野球少年
古希野球に命を懸ける７０代の“球児”たち

中 大輔／著 竹書房 GF/ﾔ/ サイドキック　（ハルキ文庫） 矢月 秀作／著 角川春樹事務所

文学 F/ｱ/ 朝が来るまでそばにいる 彩瀬 まる／著 新潮社

文学

文庫
新書

総記

社会
科学

自然
科学

技術

芸術


