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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 010.8/ﾍﾞ/8 ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望　８
図書館情報資源概論

二村 健
／シリーズ監修

学文社 780.7/ｻ/ 運動能力は背骨で決まる
「脊柱ライン」を整えると体は瞬時に変わる！

齋藤 應典／著 マキノ出版

236/ﾀ/ スペインの歴史を知るための５０章 立石 博高／編著 明石書店 788.3/ｳ/ 日本人に伝えたい最強！最新！ムエタイ
ウィラサクレック・
ウォンパサー／著

東邦出版

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｃ０７　２０１７～１８
ニューカレドニア　バヌアツ

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｱ/ クランクイン 相場 英雄／著 双葉社

302.2/ｲ/ 池上彰の世界の見方 中国・香港・台湾
分断か融合か

池上 彰／著 小学館 F/ｻ/ 週末探偵 沢村 浩輔／著 文藝春秋

336.9/ﾖ/ 税理士無しでもできた！個人事業者の〈超簡単〉経理 吉田 信康／著 ぱる出版 F/ｼ/ 私の幽霊
ニーチェ女史の常識外事件簿

朱川 湊人／著 実業之日本社

369.2/ﾀ/ 介護施設で死ぬということ
生活支援の場のターミナルケア

高口 光子／著 講談社 F/ｼ/ 幸せのプチ　町の名は琥珀 朱川 湊人／著 日本経済新聞出版社

387/ﾋ/ 日本の神様と楽しく生きる
日々ご利益とともに

平藤 喜久子／著 東邦出版 F/ｼ/ クラッシュマン 柴田 哲孝／著 双葉社

427/ｵ/ トコトンやさしい電磁気の本 面谷 信／著 日刊工業新聞社 F/ﾀ/ 恋糸ほぐし　花簪職人四季覚 田牧 大和／著 実業之日本社

453.8/ｶ/ 日本の火山ウォーキングガイド
魅力と脅威が伝わる２２スポット

火山防災
推進機構／編

丸善出版 F/ﾂ/ 浮遊霊ブラジル 津村 記久子／著 文藝春秋

531.3/ﾈ/ トコトンやさしいサーボ機構の本 Net‐P.E.Jp／編著 日刊工業新聞社 F/ﾅ/ うき世櫛 中島 要／著 双葉社

596.2/ｱ/ すしレシピ
巻いて、押して、包んで、混ぜて。おいしい工夫の絶品レシピ

重信 初江／監修 朝日新聞出版 F/ﾆ/Z 掟上今日子の旅行記　忘却探偵シリーズ　８ 西尾 維新／著 講談社

596.6/ﾌ/ スタンプみたいなアイスボックスクッキー
粉・砂糖・バターだけで作る

福本 美樹／著 学研プラス F/ﾉ/ ノスタルジー１９７２ 中島 京子／著 講談社

596.6/ﾔ/ 魔法のパン
「はりねずみのパン」と「クロック・ケーク」

八木 佳奈／著 主婦と生活社 F/ﾊ/ あおなり道場始末 葉室 麟／著 双葉社

596/ｵ/ 事前準備ナシ！帰ってから３０分で作れる晩ごはん献立 大庭 英子／著 成美堂出版 F/ﾊ/ コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田 圭介／著 講談社

596/ｼ/ シウマイの丸かじり　丸かじりシリーズ　３９ 東海林 さだお／著 朝日新聞出版 F/ﾊ/ 比(なら)ぶ者なき 馳 星周／著 中央公論新社

596/ﾑ/ 毎日使える！ハンドブレンダー 村田 裕子／著 講談社 F/ﾜ/ 溝猫長屋祠之怪 輪渡 颯介／著 講談社

596/ﾜ/ 若杉ばあちゃんの伝えたい食養料理 若杉 友子／著
パルコエンタ
テインメント事業部

G499/ｻ/ 薬剤師の新・幸福論　（幻冬舎ルネッサンス新書）
薬剤師に捧げる成功する処世術！

斉木 和成／著
幻冬舎メディア
コンサルティング

597/ｴ/ 縁側のある家と暮らし エクスナレッジ GF/ｷ/ 碑銘　ブラディ・ドール　２　（ハルキ文庫） 北方 謙三／著 角川春樹事務所

687.2/ｽ/ 乗ってはいけない航空会社 杉江 弘／著 双葉社 GF/ｸ/ X'mas Stories
一年でいちばん奇跡が起きる日　（新潮文庫）

朝井 リョウ／著 新潮社

694.6/ﾉ/ iPhone 7/7 Plus Perfect Manual
docomo/au/SoftBank対応版

野沢 直樹／著 ソーテック社 GF/ｸ/ 江古田ロック
喫茶〈ひとつぶの涙〉事件簿　２　（中公文庫）

鯨 統一郎／著 中央公論新社

725/ｷ/ 基礎から応用までわかるデッサンの教科書 安原 成美／監修 池田書店 GF/ｺ/ 観音さまの茶碗
質屋藤十郎隠御用　５　（集英社文庫）

小杉 健治／著 集英社

726.5/ﾜ/Z 和装・洋装の描き方
時代・人物ごとに詳しく解説！

八條 忠基／監修 朝日新聞出版 GF/ｼ/1 LOST　上　失覚探偵　（講談社タイガ） 周木 律／著 講談社

726.9/ｱ/ ディズニーレース切り絵ふしぎの国のアリス 蒼山 日菜／著 KADOKAWA GF/ﾄ/ 隼人奔る
八丁堀剣客同心　２０　（時代小説文庫）

鳥羽 亮／著 角川春樹事務所

754.9/ﾋ/ 小さな布箱づくり
広岡ちはるのカルトナージュ

広岡 ちはる／著
文化学園
文化出版局

GF/ﾊ/6 警視庁情報官　６
ゴーストマネー　（講談社文庫）

濱 嘉之／著 講談社

779.1/ﾀ/ 談志の遺言　人生の本質に迫る名言 立川 談志／著 宝島社 G933.7/ﾌ/ オシリスの眼　（ちくま文庫）
R.オースティン・
フリーマン／著
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