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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

159.4/ﾄ/ 世界の一流36人「仕事の基本」 戸塚 隆将／著 講談社 F/ｵ/ 終りなき夜に生れつく 恩田 陸／著 文藝春秋

159/ﾏ/ 自分で考えて生きよう 松浦 弥太郎／著 中央公論新社 F/ｵ/1 天上の葦　上 太田 愛／著 KADOKAWA

160/ｼ/Z 宗教ってなんだろう？ 島薗 進／著 平凡社 F/ｵ/2 天上の葦　下 太田 愛／著 KADOKAWA

222/ｷ/ 96人の人物で知る中国の歴史 ヴィクター・H.メア／著 原書房 F/ｺ/ 回帰　警視庁強行犯係・樋口顕 今野 敏／著 幻冬舎

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　E12　2017〜18　マダガスカル
モーリシャス　セイシェル　レユニオン コモロ

地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 F/ｼ/ 紙のピアノ 新堂 冬樹／著 双葉社

291.3/ﾙ/18 るるぶドライブ関東ベストコース　'18 JTBパブリッシング F/ﾆ/ 札沼線の愛と死 新十津川町を行く 西村 京太郎／著 実業之日本社

291.5/ﾙ/18 るるぶドライブ信州東海北陸ベストコース　'18 JTBパブリッシング F/ﾆ/ わが愛する土佐くろしお鉄道　十津川警部シリーズ 西村 京太郎／著 中央公論新社

291.6/ﾙ/18 るるぶドライブ関西ベストコース　'18 JTBパブリッシング F/ﾊ/14-2-Z 都会(まち)のトム&ソーヤ　14下
（YA！ENTERTAINMENT）

はやみね かおる／著 講談社

291.7/ﾔ/17 山口・萩・下関　'17
（まっぷるマガジン 中国）

昭文社 F/ﾌ/ 最終兵器は女王様　S&S探偵事務所 福田 和代／著 祥伝社

291.9/ｵ/18 沖縄　'18
（まっぷるマガジン 沖縄）

昭文社 F/ﾓ/ 戦友たちの祭典(フェスティバル) 森村 誠一／著 中央公論新社

291.9/ｶ/17-18
鹿児島　'17-'18
（まっぷるマガジン 九州）

昭文社 F/ﾔ/ ガーディアン 薬丸 岳／著 講談社

291.9/ｷ/18 九州　'18
（まっぷるマガジン 九州）

昭文社 F/ﾕ/ 合理的にあり得ない　上水流涼子の解明 柚月 裕子／著 講談社

291.9/ﾐ/17 宮崎 高千穂　'17
（まっぷるマガジン 九州）

昭文社 914.6/ﾖ/ 毎日っていいな 吉本 ばなな／著 毎日新聞出版

291.9/ﾔ/17-18
屋久島・奄美　'17-'18
（まっぷるマガジン 九州）

昭文社 916/ﾐ/ 顔ニモマケズ 水野 敬也／著 文響社

292.3/ﾆ/ 3泊5日のハノイ旅ガイドBOOK 西澤 智子／写真・文 河出書房新社 918/ﾆ/26 日本文学全集　26　近現代作家集 １ 池澤 夏樹／個人編集 河出書房新社

304/ｳ/ 時局発言！ 上野 千鶴子／著 WAVE出版 G159.7/ﾎﾞ/ 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう
（文春新書）

山中 伸弥／著 文藝春秋

385.9/ｱ/Z 13歳からのマナーのきほん50 アントラム栢木利美／著 海竜社 GF/ｳ/ 秘薬　（角川文庫 表御番医師診療禄） 上田 秀人／著 KADOKAWA

491.3/ﾋ/ 左利きあるある右利きないない 左 来人／著 ポプラ社 GF/ｵ/ 黄昏　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 岡本 さとる／著 角川春樹事務所

498.5/ﾔ/ やわらかく、飲み込みやすい
高齢者の食事メニュー122

中村 育子／監修 ナツメ社 GF/ｶ/ ハイブリッド・セオリー　 このミス大賞
（宝島社文庫）

梶永 正史／著 宝島社

594.4/ﾀ/ いちばんやさしい！組ひも 多田 牧子／著 日東書院本社 GF/ｶ/Z 心霊探偵八雲　ANOTHER FILES亡霊の願い
（角川文庫）

神永 学／著 KADOKAWA

594/ｱ/ これ1冊できちんと作れる！
手作りアクセサリーLESSON BOOK

朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 GF/ｼ/5 神様の子守はじめました。　5
（コスミック文庫α）

霜月 りつ／著 コスミック出版

596/ｼ/ 体の中からきれいになれる保存食と発酵食 主婦の友社／編 主婦の友社 GF/ﾄ/ F 霊能捜査官・橘川七海　このミス大賞
（宝島社文庫）

塔山 郁／著 宝島社

645.7/ｻ/ 里山の子、さっちゃん 佐竹 茉莉子／写真と文 辰巳出版 GF/ﾅ/2 金曜日の本屋さん　2　夏とサイダー
（ハルキ文庫）

名取 佐和子／著 角川春樹事務所

645.7/ｼ/ すべての猫はセラピスト 眞並 恭介／著 講談社 GF/ﾊ/ 院内刑事(でか)　（講談社+α文庫） 濱 嘉之／著 講談社

645.7/ﾀ/ 猫づくし日本史 武光 誠／著 河出書房新社 GF/ﾌ/ 将軍家の姫　（二見時代小説文庫） 藤 水名子／著 二見書房

686.2/ｼ/ 海駅図鑑 清水 浩史／著 河出書房新社 GF/ﾎ/ 将軍を蹴った男　（コスミック・時代文庫） 誉田 龍一／著 コスミック出版

芸術 795/ｲ/ 勝ちきる頭脳 井山 裕太／著 幻冬舎 GF/ﾏ/ ニャン氏の事件簿　（創元推理文庫） 松尾 由美／著 東京創元社

言語 814.5/ｻ/ 何がちがう？どうちがう？似ている日本語 佐々木 瑞枝／著 東京堂出版 GF/ﾐ/7-Z ビブリア古書堂の事件手帖　7
（メディアワークス文庫）

三上 延／著 KADOKAWA

910.2/ｳ/Z 命の意味命のしるし 上橋 菜穂子／著 講談社 GF/ﾓ/ 私たちは生きているのか?　Wシリーズ
（講談社タイガ）

森 博嗣／著 講談社

910.2/ｸ/ 久留島武彦評伝 金 成妍／著 求龍堂 GF/ﾜ/2 地獄耳　2　（二見時代小説文庫） 和久田 正明／著 二見書房

F/ｱ/7 居酒屋ぼったくり　7 秋川 滝美／著 アルファポリス G933.7/ｷ/ ソフロニア嬢、倫敦で恋に陥落する
英国空中学園譚　（ハヤカワ文庫 FT）

ゲイル・キャリガー／著 早川書房

F/ｲ/ 殺し屋、やってます。 石持 浅海／著 文藝春秋 G949.6/ﾈ/1 悪魔の星　上　（集英社文庫） ジョー・ネスボ／著 集英社

F/ｲ/ 物件探偵 乾 くるみ／著 新潮社 G949.6/ﾈ/2 悪魔の星　下　（集英社文庫） ジョー・ネスボ／著 集英社

F/ｲ/ 救急病院 石原 慎太郎／著 幻冬舎
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