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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 019.1/ﾄﾞ/ 一流の人は、本のどこに線を引いているのか 土井 英司／著 サンマーク出版 789.5/ｻ/ サムライの筋肉が疼くスポーツ流鏑馬入門
日本和種馬文化
研究協会／監修

新紀元社

141.9/ﾑ/ 「誕生日別」性格事典　最新改訂版
３６６日の〈性格と運命〉〈恋と結婚〉〈人間関係〉がわかる！

ムッシュ
ムラセ／著

PHP研究所 796/ｱ/ プロ棋士という仕事
将棋界の不思議な仕組み

青野 照市／著 創元社

159.6/ｸ/ 女は覚悟を決めなさい
人生に立ち向かうための脳科学

黒川 伊保子／著 ポプラ社 809.2/ﾔ/ 超一流の雑談力　超・実践編 安田 正／著 文響社

289.1/ｶ/ 皇室をお護りせよ！　鎌田中将への密命 鎌田 勇／著 ワック 815.2/ｲ/ 日本の助数詞に親しむ　数える言葉の奥深さ 飯田 朝子／著 東邦出版

289.1/ﾋ/ 僕は頑固な子どもだった 日野原 重明／著 ハルメク 837.8/ﾅ/ 会話もメールも英語は３語で伝わります 中山 裕木子／著 ダイヤモンド社

291.9/ｷ/ 奇跡の絶景に出会う旅九州・山口
立寄りグルメ＆遊スポット充実！全６０景１７５スポット

KADOKAWA 902/ｾ/ 世界の８大文学賞
受賞作から読み解く現代小説の今

都甲 幸治／著 立東舎

291.9/ｷ/16 九州ベストプラン　2016　（まっぷるマガジン 九州） 昭文社 F/ｱ/ 越後・八海山殺人事件　（KAPPA NOVELS） 梓 林太郎／著 光文社

291/ﾌﾞ/3 ブラタモリ　3　函館　川越　奈良　仙台
NHK「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA F/ｱ/Z アレグロ・ラガッツァ あさの あつこ／著 朝日新聞出版

291/ﾌﾞ/4 ブラタモリ　4　松江　出雲　軽井沢　博多・福岡
NHK「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA F/ｳ/ 十二人の死にたい子どもたち 冲方 丁／著 文藝春秋

293.8/ﾅ/2 北欧が好き！　2　（地球の歩き方コミックエッセイ）
建築＆デザインでめぐるフィンランド・スウェーデン・デンマーク・ノルウェー

ナシエ／著
ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｵ/ ヴィジョンズ 宮部 みゆき／著 講談社

293.8/ﾓ/ 北欧ゆるとりっぷ　心がゆるむ北欧の歩き方 森 百合子／著
ジュウ・ドゥ・
ポゥム

F/ｶ/ あなたのゼイ肉、落とします 垣谷 美雨／著 双葉社

302.1/ｼﾞ/ JAPAN CLASS　ニッポンばっかり、ズルいって！
ジャパンクラス
編集部／編

東邦出版 F/ｺ/ 継続捜査ゼミ 今野 敏／著 講談社

336.4/ﾂ/ 伝わる敬語の基本　このフレーズが決め手！ 岩下 宣子／監修 ナツメ社 F/ｼ/ 優しい街 新野 剛志／著 双葉社

336.4/ﾏ/ 人間関係が楽になる気づかい＆マナー事典 真山 美雪／著 池田書店 F/ｼ/ Mの暗号 柴田 哲孝／著 祥伝社

345.5/ｱ/ あなたの資産を食い潰す「ブラック相続対策」 秋山 哲男／著
幻冬舎メディア
コンサルティング

F/ﾔ/ つめ 山本 甲士／著 小学館

367.3/ｵ/ 糟糠の妻はなぜ捨てられるのか 大西 明美／著 プレジデント社 F/ﾖ/ 犯罪小説集 吉田 修一／著 KADOKAWA

369.4/ｱ/ 子どもと貧困
朝日新聞
取材班／著

朝日新聞出版 914.6/ｶ/ なんでわざわざ中年体育 角田 光代／著 文藝春秋

495.4/ﾏ/ 乳がんと生きる　ステージ４記者の「現場」
毎日新聞
生活報道部／著

毎日新聞出版 933.7/ﾃﾞ/ 煽動者
ジェフリー・
ディーヴァー／著

文藝春秋

498.3/ｲ/ 沈黙は猛毒、お喋りは百薬の長 石川 恭三／著 河出書房新社 G007.6/ｻ/ 超初心者のためのサイバーセキュリティ入門　（文春新書）
齋藤ウィリアム
浩幸／著

文藝春秋

498.3/ﾐ/ ５０代からの「老いない体」のつくり方 満尾 正／著 三笠書房 G318.2/ｼ/ 女性政治家のリアル　（イースト新書） 塩村 あやか／著 イースト・プレス

527/ｵ/ 小さな家のつくり方
女性建築家が考えた６６の空間アイデア

大塚 泰子／著 草思社 G809.2/ﾋ/ 雑談力　（PHP新書）
ストーリーで人を楽しませる

百田 尚樹／著 PHP研究所

583.9/ﾀ/ つくって楽しむわら工芸
生活用具・飾り物・縁起物

瀧本 広子／編 農山漁村文化協会 GF/ｱ/2-Z アンデッドガール・マーダーファルス　2　（講談社タイガ） 青崎 有吾／著 講談社

588.5/ﾔ/ 山中酒の店　酒の本
“日本酒の殿堂”の名物主人が教える本当にうまい酒と肴

山中 基康／著 洋泉社 GF/ｲ/ 御三家が斬る！　（講談社文庫） 井川 香四郎／著 講談社

591.8/ｽﾞ/ 楽しく、貯まる「づんの家計簿」書きたくなるお金ノート づん／著 ぴあ GF/ｶ/2 閻魔裁き　2　雨乞いの美女が消えた　（時代小説文庫） 風野 真知雄／著 角川春樹事務所

593.3/ﾏ/ まっすぐ縫って作れる、背が低めな人のための大人服
パターンなしの簡単服とそれを着こなす“１０のルール”

小峯 有華
／デザイン考案・制作

誠文堂新光社 GF/ﾆ/ つわもの長屋三匹の侍　（時代小説文庫） 新美 健／著 角川春樹事務所

593.8/ｽ/ ストールの巻き方 宝島社 GF/ﾆ/ 神様からの手紙　喫茶ポスト　（ハルキ文庫） 新津 きよみ／著 角川春樹事務所

670.9/ﾂ/ 伝わるモノの書き方のコツ　このフレーズが決め手！ 直井 章子／監修 ナツメ社 GF/ﾆ/ 所轄　警察アンソロジー　（ハルキ文庫）
日本推理
作家協会／編

角川春樹事務所

673.9/ﾀ/ ３万円からの民泊投資術　主婦でも学生でもできる！ 高橋 洋子／著 WAVE出版 GF/ﾆ/Z パノラマ島美談　（講談社タイガ） 西尾 維新／著 講談社

706.9/ﾏ/ 東京のちいさな美術館・博物館・文学館
週末ぶらりとミュージアムさんぽへ

増山 かおり／著 エクスナレッジ GF/ﾓ/ デボラ、眠っているのか？
Wシリーズ　４　（講談社タイガ）

森 博嗣／著 講談社

754.9/ｶ/ 季節の立体切り紙 川崎 由季恵／著 PHP研究所 GF/ﾜ/ 秘密　ゆめ姫事件帖　３　（時代小説文庫） 和田 はつ子／著 角川春樹事務所

783.7/ｵ/ 球団格差 小川 隆行／著
リンダ
パブリッシャーズ
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