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総記 019.1/ｻ/ 楽しみながら１分で脳を鍛える速音読
認知症予防にもおすすめ！

齋藤 孝／著 致知出版社 F/ｸ/ テロリストの処方 久坂部 羊／著 集英社

哲学 159.4/ｷ/ 最強の働き方
世界中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に学んだ７７の教訓

ムーギー・
キム／著

東洋経済新報社 F/ﾆ/ 琴電殺人事件 西村 京太郎／著 新潮社

歴史 290.9/ｶ/ わたくしたちの旅のかたち
好奇心が「知恵」と「元気」を与えてくれる

兼高 かおる／著 秀和システム F/ﾆ/ バスを待つ男 西村 健／著 実業之日本社

304/ｾ/Z 世界がもし１００人の村だったら　お金篇
たった１人の大金持ちと５０人の貧しい村人たち

マガジンハウス F/ﾊ/ サロメ 原田 マハ／著 文藝春秋

366.9/ｷ/ 電通事件
なぜ死ぬまで働かなければならないのか

北 健一／著 旬報社 F/ﾑ/ やまと錦 村木 嵐／著 光文社

367.7/ｷ/3 ちょっと早めの老い支度　続々 岸本 葉子／著 オレンジページ 933.7/ﾌ/ ビリー・リンの永遠の一日
ベン・
ファウンテン／著

新潮社

369/ｹﾞ/ 現場で役立つ！＜早引き＞介護用語辞典
介護スキルアップ手帳

佐藤 富士子／監修 ナツメ社 G031.5/ｺ/ 世界なんでもランキング１００
これが日本の実力！　（PHP文庫）

幸運社／編 PHP研究所

488.7/ｱ/ 世界で一番美しいフクロウの図鑑
マイク・
アンウィン／著

エクスナレッジ G494.5/ﾏ/ がんで死ぬ県、死なない県
なぜ格差が生まれるのか　（NHK出版新書）

松田 智大／著 NHK出版

491.1/ｱ/ からだと筋肉のしくみ
世界一ゆる〜いイラスト解剖学

有川 譲二
／著・イラスト

高橋書店 G767.8/ﾎﾞ/ デヴィッド・ボウイ
変幻するカルト・スター 　（ちくま新書）

野中 モモ／著 筑摩書房

493.1/ｼ/ 花粉症・アレルギーを自分で治す７０の知恵
カラー最新図解　ぜんそく・アトピー

水嶋 丈雄／監修 主婦の友社 GF/ｱ/ 虹の不在　第Ⅱ捜査官　（徳間文庫） 安東 能明／著 徳間書店

493.2/ｱ/ 下肢静脈瘤自分で治す！防ぐ！ 阿部 吉伸／著 あさ出版 GF/ｴ/ 銀行支店長、追う　（実業之日本社文庫） 江上 剛／著 実業之日本社

493.4/ｶ/ 肝炎のすべてがわかる本
C型肝炎・B型肝炎・NASHの最新治療　イラスト版

泉 並木／監修 講談社 GF/ｶ/1 天華の剣　上
浮世絵宗次日月抄　（光文社時代小説文庫）

門田 泰明／著 光文社

496.4/ｽﾞ/ 図解 老眼をぐんぐん若返らせる！眼トレ＆回復法のすべて
体の不調が老眼を加速させる！

日比野 佐和子
／監修

日東書院本社 GF/ｶ/2 天華の剣　下
浮世絵宗次日月抄　（光文社時代小説文庫）

門田 泰明／著 光文社

576.1/ｻ/ 椿油のすごい力
ヘアケア、スキンケアから、料理、もののお手入れまで

佐光 紀子／著 PHP研究所 GF/ｶ/19-Z ソードアート・オンライン　１９
ムーン・クレイドル　（電撃文庫）

川原 礫／著 KADOKAWA

590/ｵ/ おさよさんの無理なくつづく家事ぐせ
手間をかけずにスッキリ感が１.５倍↑

おさよさん／著 主婦の友社 GF/ｺ/13 般若同心と変化小僧　１３
天保の亡霊　（光文社時代小説文庫）

小杉 健治／著 光文社

594.9/ｶ/ ちいさな織り機でちいさなおしゃれこもの
空き箱・フレーム・厚紙・木っ端で作る

蔭山 はるみ／著 日本ヴォーグ社 GF/ｺ/ 連写　TOKAGE　３
特殊遊撃捜査隊　（朝日文庫）

今野 敏／著 朝日新聞出版

626.9/ｺ/ ドクター古藤の家庭菜園診療所
病気・害虫退治から作物・土の元気回復まで

古藤 俊二／著 農山漁村文化協会 GF/ｻ/2 白バイガール　２
幽霊ライダーを追え！　（実業之日本社文庫）

佐藤 青南／著 実業之日本社

626.9/ﾌ/ プロが教える有機・無農薬おいしい野菜づくり
安全・簡単・おいしい！

福田 俊／著 西東社 GF/ｻ/21-Z 魔法科高校の劣等生　２１
動乱の序章編　上　（電撃文庫）

佐島 勤／著 KADOKAWA

芸術 787.1/ﾃ/ 堤防釣り
釣り経験なしでもわかる　ルアー釣り＆エサ釣り

ケイエス企画 GF/ﾀ/3 あきない世傳金と銀　３
奔流篇　（時代小説文庫）

高田 郁／著 角川春樹事務所

言語 814/ﾔ/ 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口 謠司／著 ワニブックス GF/ﾄﾞ/ 報い　警視庁追跡捜査係　７　（ハルキ文庫） 堂場 瞬一／著 角川春樹事務所

F/ｱ/ 銀の猫 朝井 まかて／著 文藝春秋 GF/ﾄ/ 幽霊舟
隠目付江戸秘帳　３　（光文社時代小説文庫）

鳥羽 亮／著 光文社

F/ｱ/ 狩人の悪夢　火村シリーズ 有栖川 有栖／著 KADOKAWA GF/ﾉ/ 思い孕み　ご隠居さん　６　（文春文庫） 野口 卓／著 文藝春秋

F/ｱ/ Ｔの衝撃 安生 正／著 実業之日本社 GF/ﾖ/ 俠盗組鬼退治　（実業之日本社文庫） 吉田 雄亮／著 実業之日本社

F/ｲ/ 東京クルージング 伊集院 静／著 KADOKAWA G933.7/ｸﾞ/1 汚染訴訟　上　（新潮文庫）
ジョン・
グリシャム／著

新潮社

F/ｵ/ 不時着する流星たち 小川 洋子／著 KADOKAWA G933.7/ｸﾞ/2 汚染訴訟　下　（新潮文庫）
ジョン・
グリシャム／著
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