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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 051.6/ﾅ/ スクープ！
週刊文春エース記者の取材メモ

中村 竜太郎／著 文藝春秋 F/ｷ/ 遠い唇 北村 薫／著 KADOKAWA

哲学 175.9/ｱ/ 歩いてめぐる春日大社
古都・奈良の守り神を訪ねて

春日大社／監修 扶桑社 F/ｺ/ 戦って候
不屈の武将・山上道牛

近衛 龍春／著 KADOKAWA

209.7/ｲ/ 昭和８年　戦争への足音 石黒 敬章／著 KADOKAWA F/ﾀ/ 横濱つんてんらいら 橘 沙羅／著 角川春樹事務所

209.7/ｹﾞ/ 戦地からのラブレター
第一次世界大戦従軍兵から、愛するひとへ

ジャン=ピエール
・ゲノ／編著

亜紀書房 F/ﾄﾞ/ 黒い紙 堂場 瞬一／著 KADOKAWA

293/ﾀ/ 純情ヨーロッパ
呑んで、祈って、脱いでみて

たかの てるこ
／文＆写真

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ﾆ/ 十津川警部愛と絶望の台湾新幹線 西村 京太郎／著 講談社

336.4/ｱ/ 「良い質問」をする技術 粟津 恭一郎／著 ダイヤモンド社 F/ﾊ/ 孤篷のひと 葉室 麟／著 KADOKAWA

377.2/ﾆ/ 最後の秘境東京藝大
天才たちのカオスな日常

二宮 敦人／著 新潮社 F/ﾌ/ 火災調査官 福田 和代／著 東京創元社

382.5/ｱ/ アメリカ先住民を知るための６２章 阿部 珠理／編著 明石書店 F/ﾜ/ 手のひらの京(みやこ) 綿矢 りさ／著 新潮社

460/ｲ/ 池上彰が聞いてわかった生命のしくみ
東工大で生命科学を学ぶ

池上 彰／聞き手 朝日新聞出版 914.6/ｻ/ 〆切本 左右社編集部／編 左右社

492.7/ｳ/ お尻をもむだけで痛みの９割は消える
つらい痛みの元凶は「筋膜」にあった！

宇田川 賢一／著 ダイヤモンド社 T/918/ﾆ/10 日本文学全集　10　能・狂言
池澤 夏樹
／個人編集

河出書房新社

493.1/ﾏ/ 「死に方」教本 益田 雄一郎／著
幻冬舎メディア
コンサルティング

936/ｹ/ 自閉症のぼくが「ありがとう」を言えるまで イド・ケダー／著 飛鳥新社

498.3/ｻ/ 細胞から強くなる！自力で免疫力を上げる４０の法則 矢崎 雄一郎／監修 宝島社 GF/ｲ/ 優しい噓　（徳間時代小説文庫）
 夢草紙人情おかんケ茶屋　７

今井 絵美子／著 徳間書店

498.5/ｼ/ 疲れやすい人の食事いつも元気な人の食事 柴崎 真木／著
クロスメディア・
パブリッシング

GF/ｲ/ 洗い屋　（徳間時代小説文庫）
もんなか紋三捕物帳

井川 香四郎／著 徳間書店

527/ﾁ/ 小さくても「暮らしやすい家」ベスト５８
はじめての家づくり特装版

主婦の友社 GF/ｳ/ 崩落　（徳間時代小説文庫）
禁裏付雅帳　３

上田 秀人／著 徳間書店

534.4/ｿ/ トコトンやさしいポンプの本 外山 幸雄／著 日刊工業新聞社 GF/ｴ/ 給食のおにいさん　浪人　（幻冬舎文庫） 遠藤 彩見／著 幻冬舎

585.5/ﾚ/ トコトンやさしい段ボールの本
レンゴー株式会社
／編著

日刊工業新聞社 GF/ｼ/20-Z キノの旅　２０　（電撃文庫） 時雨沢 恵一／著 KADOKAWA

596.4/ﾄ/ カレ、家族、友だち、大切な人につくる
わたしのおべんと帖

徳永 奈都子／著 マイナビ出版 GF/ｽ/ 獣散る刻(とき)　（徳間時代小説文庫）
無言殺剣　６

鈴木 英治／著 徳間書店

597.5/ｵ/ ミニマリストの部屋づくり おふみ／著 エクスナレッジ GF/ﾀ/ 閻魔大王の代理人　（幻冬舎文庫） 高橋 由太／著 幻冬舎

645.7/ｺ/ 美しい柄ネコ図鑑 小林 希／著 エクスナレッジ GF/ﾀ/4-Z 異人館画廊　４　（オレンジ文庫）
当世風婚活のすすめ

谷 瑞恵／著 集英社

648.2/ｱ/ ソーセージの歴史　「食」の図書館
ゲイリー・
アレン／著

原書房 GF/ﾁ/ 時限病棟　（実業之日本社文庫） 知念 実希人／著 実業之日本社

726.5/ﾏ/ 心にのこる絵の描き方
強い印象を与えるための３５の方法

松村 上久郎／著 秀和システム GF/ﾁ/1 長谷川平蔵人足寄場 平之助事件帖　１ 千野 隆司／著 小学館

778.7/ﾐ/ もう一つの「バルス」
宮崎駿と『天空の城ラピュタ』の時代

木原 浩勝／著 講談社 GF/ﾄ/ くらまし奇剣　剣客旗本奮闘記　１１ 鳥羽 亮／著 実業之日本社

779.9/ｸ/ 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原 類／著 KADOKAWA GF/ﾊﾞ/6 真田合戦記　６
京洛の妻問　（徳間時代小説文庫）

幡 大介／著 徳間書店

F/ｱ/ おんなの城 安部 龍太郎／著 文藝春秋 GF/ﾐ/ 三国志外伝　（文春文庫） 宮城谷 昌光／著 文藝春秋

F/ｱ/6 居酒屋ぼったくり　６ 秋川 滝美／著 アルファポリス G933.7/ｷ/1 11/22/63　上　（文春文庫）
スティーヴン・
キング／著

文藝春秋

F/ｲ/ 綴られる愛人 井上 荒野／著 集英社 G933.7/ｷ/2 11/22/63　中　（文春文庫）
スティーヴン・
キング／著

文藝春秋

F/ｶ/5-Z 怪盗探偵山猫　5　月下の三猿 神永 学／著 KADOKAWA G933.7/ｷ/3 11/22/63　下　（文春文庫）
スティーヴン・
キング／著

文藝春秋

F/ｶ/Z 空への助走　福蜂工業高校運動部 壁井 ユカコ／著 集英社 G953.7/ﾙ/ 傷だらけのカミーユ　（文春文庫）
ピエール・
ルメートル／著

文藝春秋

文学

文学
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新書
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