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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

147/ﾔ/ 成功している人は、なぜ神社に行くのか？ 八木 龍平／著 サンマーク出版 916/ｶ/ 障害を持つ息子へ 神戸 金史／著 ブックマン社

159/ﾀ/ こころの匙加減 高橋 幸枝／著 飛鳥新社 F/ｲ/ パレードの明暗　座間味くんの推理 石持 浅海／著 光文社

210.4/ｺ/ 中世の古文書入門 小島 道裕／著 河出書房新社 F/ｶ/ 潮騒のアニマ　法医昆虫学捜査官 川瀬 七緒／著 講談社

289.1/ﾀ/ 田中角栄 人を動かす話し方の極意 齋藤 孝／著 朝日新聞出版 F/ｷ/1 虚実(うそまこと)妖怪百物語　序　（KWAI BOOKS） 京極 夏彦／著 KADOKAWA

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　B25　2017〜18 　アメリカ・ドライブ
地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド
・ビッグ社

F/ｸ/ 国家とハイエナ 黒木 亮／著 幻冬舎

304/ﾀ/ 朝日は今日も腹黒い 高山 正之／著 新潮社 F/ｺ/ シャルロットの憂鬱 近藤 史恵／著 光文社

304/ﾌ/3 日本の真相！　3 船瀬 俊介／著 成甲書房 F/ｺ/ リリース 古谷田 奈月／著 光文社

321/ﾀ/ 法学入門 田中 成明／著 有斐閣 F/ｼ/ 青光の街(ブルーライト・タウン)
（ハヤカワ・ミステリワールド）

柴田 よしき／著 早川書房

323.9/ｵ/ はじめての行政法 尾崎 哲夫／著 自由国民社 F/ﾀ/2 上流階級　2 高殿 円／著 光文社

324.1/ﾘ/ 署名・捺印の法律問題を徹底理解！ 加藤 英男／監修 アイバス出版 F/ﾄﾞ/ メビウス1974 堂場 瞬一／著 河出書房新社

367.3/ﾎ/ そして<彼>は<彼女>になった 細川 貂々／著
集英社インター
ナショナル

F/ﾊ/ リーチ先生 原田 マハ／著 集英社

386/ｻ/ サンタへの手紙
メアリー・ハレル
=セスニアック／選

クロニクルブッ
クス・ジャパン

F/ﾋ/ かがやき荘アラサー探偵局 東川 篤哉／著 新潮社

457.8/ﾂ/Z 楽しい動物化石 土屋 健／著 河出書房新社 F/ﾐ/ 校閲ガール トルネード 宮木 あや子／著 KADOKAWA

490.1/ｴ/ 老衰死
NHKスペシャル
取材班／著

講談社 F/ﾓ/ 夜行 森見 登美彦／著 小学館

576.1/ﾌ/ 脂肪の歴史
ミシェル・
フィリポフ／著

原書房 F/ﾓ/ 梅もどき 諸田 玲子／著 KADOKAWA

590.4/ｳ/ 季節の暮らしと服支度 内田 彩仍／著 主婦と生活社 F/ﾕ/ 慈雨 柚月 裕子／著 集英社

594/ﾋﾟ/ フェルトのお守りラッキーチャーム ピポン／著
文化学園文化
出版局

G304/ﾀ/ 言ってはいけない　（新潮新書） 橘 玲／著 新潮社

596/ｺ/ 工学部ヒラノ教授とおもいでの弁当箱 今野 浩／著 青土社 GF/ｱ/ 笑う月　（新潮文庫） 安部 公房／著 新潮社

596/ｼ/ バーミキュラでつくるSHIORIの日々ごはん SHIORI／著 枻出版社 GF/ｳ/ 武士の職分　（角川文庫） 上田 秀人／著 KADOKAWA

596/ﾋ/2 常備菜　2 飛田 和緒／著 主婦と生活社 GF/ﾄ/ あやかし飛燕　（光文社時代小説文庫） 鳥羽 亮／著 光文社

627.8/ﾏ/ 小さな癒しの世界を楽しむテラリウム 松 昭教／著 電波社 GF/ﾅ/ ゲストハウス八百万へようこそ　（双葉文庫） 仲野 ワタリ／著 双葉社

646.8/ﾄ/ ときめくインコ図鑑
おぴーとうもと
／写真・監修

山と溪谷社 GF/ﾊ/ 広島の探偵 ハマ カズシ／著
リンダパブ
リッシャーズ

689.5/ﾕ/16-17 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
よくばり裏技ガイド　2016ー17

USJ裏技
調査隊／編

廣済堂出版 GF/ﾌ/ 隠密奉行柘植長門守　（二見時代小説文庫） 藤 水名子／著 二見書房

694.6/ﾃﾞ/ ドコモのiPhone 7基本&活用ワザ100 法林 岳之／著 インプレス GF/ﾔ/Z Aコース　（角川文庫） 山田 悠介／著 KADOKAWA

694.6/ﾃﾞ/ auのiPhone 7基本&活用ワザ100 法林 岳之／著 インプレス GF/ﾜ/ 悪の華　（角川文庫） 和久田 正明／著 KADOKAWA

694.6/ﾃﾞ/ ソフトバンクのiPhone 7基本&活用ワザ100 法林 岳之／著 インプレス GF/ﾜ/1 地獄耳　1　（二見時代小説文庫） 和久田 正明／著 二見書房

芸術 778.2/ﾆ/ 役者人生、泣き笑い 西田 敏行／著 河出書房新社 G915.6/ｴ/ 切支丹の里　（中公文庫） 遠藤 周作／著 中央公論新社

914.6/ｲ/ ただ生きていく、それだけで素晴らしい 五木 寛之／著 PHP研究所 G949.8/ﾊﾞ/ 幸せなひとりぼっち　（ハヤカワ文庫 NV）
フレドリック・
バックマン／著

早川書房

914.6/ﾓ/ ぐるぐる問答 森見 登美彦／著 小学館 K914/ｽ/ 真実の久女 坂本 宮尾／著 藤原書店
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