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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 159/ﾀﾞ/ やり抜く力
人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける

アンジェラ・
ダックワース／著

ダイヤモンド社 913.4/ﾍ/4 謹訳平家物語　４ 林 望／訳 著 祥伝社

234/ﾓ/ ドイツの歴史を知るための50章 森井 裕一／編著 明石書店 F/ｱ/ 絶対正義 秋吉 理香子／著 幻冬舎

281/ﾊ/ 田中角栄と河井継之助、山本五十六
怨念の系譜

早坂 茂三／著 東洋経済新報社 F/ｵ/ 闇の平蔵 逢坂 剛／著 文藝春秋

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｄ０４　2017〜18
大連 瀋陽 ハルビン

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｷ/3 虚実(うそまこと)妖怪百物語　急 京極 夏彦／著 KADOKAWA

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｂ１０　2017〜18
フロリダ

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｸ/ 老乱 久坂部 羊／著 朝日新聞出版

333.6/ｶ/ 娘と話す世界の貧困と格差ってなに？ 勝俣 誠／著 現代企画室 F/ｻ/ １７歳のうた 坂井 希久子／著 文藝春秋

336.4/ｵ/ 怒らず伝える技術
今日から使えるアンガーマネジメント スッキリわかる！

安藤 俊介／監修 ナツメ社 F/ﾇ/ 壁の男 貫井 徳郎／著 文藝春秋

336.4/ﾀ/ よい謝罪　仕事の危機を乗り切るための謝る技術 竹中 功／著 日経BP社 914.6/ﾄ/3 独女日記　３
食べて、忘れて、散歩して

藤堂 志津子／著 幻冬舎

369.2/ｻ/ 要介護シニアにも超かんたん！
ものまねエア体操で健康づくり

斎藤 道雄／著 黎明書房 914.6/ﾊ/ 賢女の極意
人生がきっと変わる！１２６の言葉

林 真理子／著 文藝春秋

391.3/ｵ/ 「逃げるな、火を消せ！」戦時下トンデモ「防空法」 大前 治／著 合同出版 T/918/ﾆ/7 日本文学全集　０７　枕草子
池澤 夏樹
／個人編集

河出書房新社

440.4/ｱ/ 面白くて眠れなくなる天文学 縣 秀彦／著
PHPエディターズ・
グループ

932.7/ﾊ/Z ハリー・ポッターと呪いの子　第一部・第二部
ハリー・ポッターシリーズ

J.K.ローリング／著 静山社

488.9/ｵ/ シマエナガちゃん 小原 玲／著 講談社ビーシー G373.4/ﾔ/ 教育費破産　（祥伝社新書） 安田 賢治／著 祥伝社

493.7/ﾜ/ 不安にならない技術 和田 秀樹／著 宝島社 GF/ｱ/ 壁　改版 安部 公房／著 新潮社

498.1/ｶ/ Hospital column　老頭児のつぶやき 河添 一美／著
幻冬舎メディア
コンサルティング

GF/ｲ/ 大義賊　もんなか紋三捕物帳　（双葉文庫） 井川 香四郎／著 双葉社

498.5/ﾕ/ そよ風のシニアごはん
人気のケアセンターが食卓の悩みを解決

ユニマット リタイアメント・
コミュニティ／著 誠文堂新光社 GF/ｲ/2 喜連川の風　２　忠義の架橋 稲葉 稔／著 KADOKAWA

576.6/ｷ/ かんたん手づくり！アロマワックスサシェ
火を使わずに香る新キャンドルスタイル

Candle Studio
代官山／著

日東書院本社 GF/ｳ/ 鬼首殺人事件　（光文社文庫）
浅見光彦×歴史ロマンSELECTION

内田 康夫／著 光文社

591/ﾔ/ 回転ずしは「食費」ではなく、「娯楽費」である！
まんがでわかるママのための家計革命

山田 真哉／作 白泉社 GF/ｴ/ 江戸川乱歩傑作選　蟲　（文春文庫） 江戸川 乱歩／著 文藝春秋

594.9/ﾅ/ はじめての水引アレンジ 長浦 ちえ／著 世界文化社 GF/ｵ/ 小説土竜の唄
チャイニーズマフィア編　（小学館文庫）

高橋 のぼる／原作 小学館

596.3/ﾎ/ 本当に旨いたまご料理の作り方１００
ホテルニュー
オータニ／監修

イカロス出版 GF/ｻ/ 落雲雀　帳尻屋仕置　４　（双葉文庫） 坂岡 真／著 双葉社

596.6/ｸ/ クックパッドのおいしい厳選！お菓子レシピ
クックパッド
株式会社／監修

新星出版社 GF/ｼ/ あやかし屋台なごみ亭
金曜の夜は不思議な宴 　（双葉文庫）

篠宮 あすか／著 双葉社

596/ﾁ/ 運気を上げるごはんのひみつ
食事のエネルギーを高めるゆにわの作法

ちこ／著 PHP研究所 GF/ｼ/ 猫は毒殺に関与しない
猫探偵正太郎の冒険　５　（光文社文庫）

柴田 よしき／著 光文社

596/ﾘ/ riiのかんたんデコごはん rii／著 宝島社 GF/ｼ/4 神様の子守はじめました。　４
（コスミック文庫α）

霜月 りつ／著 コスミック出版

597.9/ｵ/ お掃除プリンス石ちゃんの簡単お掃除テク300
お掃除プリンス
石ちゃん／著

宝島社 GF/ﾅ/ いえない時間　　（光文社文庫）
夏樹静子ミステリー短編傑作集

夏樹 静子／著 光文社

597/ｳﾞ/ ヴィンテージな部屋をつくる本
かっこいい部屋づくり・収納・ＤＩＹのアイディア

エクスナレッジ GF/ﾅ/7-Z ガーリー・エアフォース　７　（電撃文庫） 夏海 公司／著 KADOKAWA

619.8/ﾄ/ 大人のコーヒー常識
トキオ・
ナレッジ／著

宝島社 GF/ﾆ/ マンション殺人　（光文社文庫） 西村 京太郎／著 光文社

625/ｽﾞ/ 図説 果物の大図鑑
日本果樹種苗
協会／監修

マイナビ出版 GF/ﾌ/ 押込み始末
日溜り勘兵衛極意帖　１０　（双葉文庫）

藤井 邦夫／著 双葉社

650/ｽﾞ/ 図解 知識ゼロからの林業入門
育林 加工 流通 歴史 制度 森の活用

関岡 東生／監修 家の光協会 GF/ﾎ/5 使の者の事件帖　５
終わりよければすべてよし　（双葉文庫）

誉田 龍一／著 双葉社

669/ｱ/ 日本と世界の塩の図鑑 青山 志穂／著 あさ出版 GF/ﾏ/5 松本清張ジャンル別作品集　５
犯罪小説 　（双葉文庫）

松本 清張／著 双葉社

芸術 786.1/ｻ/ 沢登り＆岩登り入門
爽快！シャワー系から人気のボルダリングまで

浜島 一郎／監修 地球丸
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