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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 024.8/ﾎ/ 本の時間を届けます 篠賀 典子／著 洋泉社 F/ｳ/2 竜は動かず　下 上田 秀人／著 講談社

哲学 188.8/ｱ/ 泥があるから、花は咲く 青山 俊董／著 幻冬舎 F/ｻ/Z GOSICK 桜庭 一樹／著 KADOKAWA

210.7/ﾜ/1 昭和史　上 渡部 昇一／著 ビジネス社 F/ｼ/ 花咲小路三丁目のナイト 小路 幸也／著 ポプラ社

210.7/ﾜ/2 昭和史　下 渡部 昇一／著 ビジネス社 F/ｽ/ よるのばけもの 住野 よる／著 双葉社

338.1/ﾍﾞ/ 本当に億儲けた投資家が教える『会社四季報』&
『四季報オンライン』活用法

別冊宝島編集部
／編

宝島社 F/ﾅ/ 夜の歌 なかにし 礼／著 毎日新聞出版

367.3/ﾏ/ 介護殺人
毎日新聞大阪社会部
取材班／著

新潮社 F/ﾌ/ 大雪物語 藤田 宜永／著 講談社

369.4/ﾅ/ 子どもの貧困ハンドブック
松本 伊智朗
／編著

かもがわ出版 F/ﾐ/ 草花たちの静かな誓い 宮本 輝／著 集英社

391.6/ｵ/ スノーデン、監視社会の恐怖を語る 小笠原 みどり／著 毎日新聞出版 F/ﾐ/ 三鬼　三島屋変調百物語 宮部 みゆき／著
日本経済新聞
出版社

493.7/ﾓ/ 確実に治るうつ、治らないうつ 森下 茂／著 誠文堂新光社 G364.6/ﾅ/ 最短で老後資金をつくる確定拠出年金こうすればいい
（青春新書INTELLIGENCE）

中桐 啓貴／著 青春出版社

495.4/ﾔ/ 乳がん　（よくわかる最新医学） 山内 英子／著 主婦の友社 GF/ｱ/24-Z 緋弾のアリア　24　（MF文庫J） 赤松 中学／著 KADOKAWA

498.5/ｶ/ スーパーで買っていい食品買ってはダメな食品 河岸 宏和／著 さくら舎 GF/ｱ/8-Z 幽落町おばけ駄菓子屋　8　（角川ホラー文庫） 蒼月 海里／著 KADOKAWA

510.2/ｹ/5 土木遺産　5
建設コンサルタンツ協会
Consultant編集部／編 ダイヤモンド社 GF/ｲ/14-3 相棒　season14下　（朝日文庫）

輿水 泰弘
／ほか脚本

朝日新聞出版

550.2/ｸﾞ/ 図説世界史を変えた50の船 イアン・グラハム／著 原書房 GF/ｲ/8-Z 恋と悪魔と黙示録　8　（一迅社文庫アイリス） 糸森 環／著 一迅社

591/ｻ/ 1億円貯まったので、会社を辞めました。 坂口 一真／著 自由国民社 GF/ｳ/ 参勤　百万石の留守居役　（講談社文庫） 上田 秀人／著 講談社

592.7/ｲ/2 Love Customizer　No2 石井 佳苗／著 エクスナレッジ GF/ｳ/Z 炎路を行く者　「守り人」シリーズ　（新潮文庫） 上橋 菜穂子／著 新潮社

594.3/ﾋ/ ねこの編みもの 俵森 朋子／著 河出書房新社 GF/ｶ/6 わるじい秘剣帖　6　（双葉文庫） 風野 真知雄／著 双葉社

594.6/ﾋ/ いちばんやさしいつまみ細工の手習い帖 ひなぎく／著 ナツメ社 GF/ｷ/5 化学探偵Mr.キュリー　5　（中公文庫） 喜多 喜久／著 中央公論新社

594.9/ﾋ/ マニキュアフラワー&UVレジンアクセサリー hina工作室／著 日本ヴォーグ社 GF/ｺ/4 仇討ち東海道　4　（幻冬舎時代小説文庫） 小杉 健治／著 幻冬舎

595.4/ｼ/ 育爪のススメ 嶋田 美津惠／著 マガジンハウス GF/ｻ/ 魔眼の光　公家武者松平信平　（二見時代小説文庫） 佐々木 裕一／著 二見書房

596.4/ｼ/ 糖質ほぼ0おもてなしレシピ 主婦の友社／編 主婦の友社 GF/ｻ/20 鬼役　20　（光文社時代小説文庫） 坂岡 真／著 光文社

597/ｶ/ あえて選んだせまい家 加藤 郷子／著 ワニブックス GF/ﾀ/ オサキと江戸のおまんじゅう　このミス大賞
（宝島社文庫）

高橋 由太／著 宝島社

597/ﾀ/ 片づく家のアイデア図鑑 田中 ナオミ／著 エクスナレッジ GF/ﾄ/ 剣狼狩り　剣客春秋親子草　（幻冬舎時代小説文庫） 鳥羽 亮／著 幻冬舎

629.7/ｱ/ まるごとわかる！庭づくりDIYの基本 荒井 章／著 エクスナレッジ GF/ﾌ/7 最後の晩ごはん　7　（角川文庫） 椹野 道流／著 KADOKAWA

645.7/ﾈ/ ネコたちの「看取りの心得」 山本 宗伸／監修 メイツ出版 GF/ﾏ/6 松本清張ジャンル別作品集　6　（双葉文庫） 松本 清張／著 双葉社

693.8/ﾁ/ 著名人の切手と手紙
郵趣サービス社
(発売)

GF/ﾑ/Z コンビニたそがれ堂 祝福の庭　（ポプラ文庫ピュアフル） 村山 早紀／著 ポプラ社

754.9/ﾊﾟ/ 江戸の遊び切り紙 パピエ舎／著 誠文堂新光社 GF/ﾜ/7 髪結の亭主　7　（ハルキ文庫） 和久田 正明／著 角川春樹事務所

795/ｺ/ 置碁の教科書　（囲碁人ブックス） 高 成謙／著 マイナビ出版 G914.6/ｼ/ ビジネスエリートの新論語　（文春新書） 司馬 遼太郎／著 文藝春秋

F/ｱ/ 雨利終活写真館 芦沢 央／著 小学館 G933.7/ｺ/1 邪悪　上　（講談社文庫）
パトリシア・
コーンウェル／著

講談社

F/ｱ/2 天子蒙塵　第2巻 浅田 次郎／著 講談社 G933.7/ｺ/2 邪悪　下　（講談社文庫）
パトリシア・
コーンウェル／著

講談社

F/ｳ/1 竜は動かず　上 上田 秀人／著 講談社
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