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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 159.6/ﾜ/ どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺 和子／著 PHP研究所 F/ｶ/10-Z 心霊探偵八雲　10　魂の道標 神永 学／著 KADOKAWA

210.2/ｺ/ 知られざる縄文ライフ 譽田 亜紀子／著 誠文堂新光社 F/ｸ/ 黒い結婚 白い結婚 窪 美澄／著 講談社

290.9/ﾁ/11 地球の歩き方aruco　11
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド
・ビッグ社

F/ｸ/ 果鋭 黒川 博行／著 幻冬舎

291.9/ｲ/17-18 石垣・宮古 竹富島・西表島　'17-'18
（まっぷるマガジン 沖縄）

昭文社 F/ﾄ/ 木足の猿 戸南 浩平／著 光文社

291.9/ｷ/16 季刊のぼろ　Vol.16　2017春 西日本新聞社 F/ﾄﾞ/ 犬の報酬 堂場 瞬一／著 中央公論新社

293/ｵ/ バルト海を旅する40章 小柏 葉子／著 明石書店 F/ﾅ/5 ドS刑事(デカ)　5　さわらぬ神に祟りなし殺人事件 七尾 与史／著 幻冬舎

325.1/ｵ/ はじめての商法総則・商行為 尾崎 哲夫／著 自由国民社 F/ﾊ/ 我らがパラダイス 林 真理子／著 毎日新聞出版

336.5/ｼ/ 一発OKが出る資料簡単につくるコツ 下地 寛也／著 三笠書房 F/ﾊ/ 風のかたみ 葉室 麟／著 朝日新聞出版

367.3/ｶ/ 子供にしがみつく心理 加藤 諦三／著 毎日新聞出版 F/ﾋ/ 青い服の女　新・御宿かわせみ 平岩 弓枝／著 文藝春秋

367.7/ﾀ/ あとあとモメない「終活」はどっち? 高橋 佳良子／著 すばる舎 914.6/ﾌ/ 知れば知るほど　管見妄語 藤原 正彦／著 新潮社

367.7/ﾖ/ 超老人の壁 養老 孟司／著 毎日新聞出版 G210.5/ｶ/ 江戸の長者番付　（青春新書INTELLIGENCE） 菅野 俊輔／著 青春出版社

369.3/ｻ/ くらしの防災 坂本 廣子／著 メタモル出版 G302.2/ｼ/ 韓国人による北韓論　（扶桑社新書）
シンシアリー
／著

扶桑社

431.1/ﾖ/ 元素生活 寄藤 文平／著 化学同人 G497.2/ｿ/ その歯みがきは万病のもと　（SB新書） 相馬 理人／著
SBクリエイ
ティブ

493.6/ｽ/ 腰・ひざ痛みとり「体芯力」体操 鈴木 亮司／著 青春出版社 G596/ｲ/ 江戸前 通の歳時記　（集英社文庫） 池波 正太郎／著 集英社

493.7/ｴ/ ASD<アスペルガー症候群>、ADHD、LD女性の発達障害 宮尾 益知／監修 河出書房新社 G779.9/ﾋﾞ/ ビートたけしと北野武　（講談社現代新書） 近藤 正高／著 講談社

591/ｵ/ 定年男子定年女子 大江 英樹／著 日経BP社 GF/ｳ/ 危急　辻番奮闘記 　（集英社文庫） 上田 秀人／著 集英社

596.3/ｶ/ はじめてでもおいしく作れる魚料理 笠原 将弘／著 家の光協会 GF/ｵ/11-Z 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　11
　蝶の足跡　（角川文庫）

太田 紫織／著 KADOKAWA

596.3/ｼﾞ/ 世界の作りおき野菜
フレディー・
ジャンセン／著

エクスナレッジ GF/ｶ/7 わるじい秘剣帖　7　やっこらせ　（双葉文庫） 風野 真知雄／著 双葉社

596.4/ｲ/ おべんと探訪記 伊藤 まさこ／著 マガジンハウス GF/ｶ/Z 県警外事課クルス機関　このミス大賞　（宝島社文庫） 柏木 伸介／著 宝島社

596.6/ｲ/ たかこさんが教えてくれた、ボウル1つで手づくりおやつ 稲田 多佳子／著 学研プラス GF/ｶ/Z 闇の皇太子　愛からはじまる内幕話
（ビーズログ文庫アリス）

金沢 有倖／著 KADOKAWA

596.6/ﾌ/ ボウルでかんたん心ときめくドームケーキ 福田 淳子／著 誠文堂新光社 GF/ｼ/2 あやかし屋台なごみ亭　2　（双葉文庫） 篠宮 あすか／著 双葉社

596.9/ﾊﾞ/ 失敗しないバーベキュー炉作りの基本
バーベキュー炉作り
研究倶楽部／編著

日東書院本社 GF/ｼ/3-Z レディ・ヴィクトリア　3　ロンドン日本人村事件
（講談社タイガ）

篠田 真由美／著 講談社

産業 626.9/ｵ/ おいしい野菜づくり 北条 雅章／監修 池田書店 GF/ｽ/ 天下流の友　口入屋用心棒　（双葉文庫） 鈴木 英治／著 双葉社

754.9/ﾊ/ 濱直史 和の立体切り絵 濱 直史／著 誠文堂新光社 GF/ﾀ/ 神様の棲む診療所　（双葉文庫） 竹村 優希／著 双葉社

786.1/ｽ/ 山登り語辞典 鈴木 みき／著 誠文堂新光社 GF/ﾅ/2-Z ケーキ王子の名推理(スペシャリテ)　2
（新潮文庫nex）

七月 隆文／著 新潮社

795/ﾘ/ これだけは知っておきたい囲碁生きる形死ぬ形 林 漢傑／著 マイナビ出版 GF/ﾆ/ つわもの長屋十三人の刺客　時代小説文庫　（ハルキ文庫） 新美 健／著 角川春樹事務所

F/ｵ/ 錆びた太陽 恩田 陸／著 朝日新聞出版 GF/ﾆ/Z D坂の美少年　（講談社タイガ） 西尾 維新／著 講談社

F/ｶ/ この嘘がばれないうちに 川口 俊和／著 サンマーク出版 GF/ﾜ/ 恋文 ゆめ姫事件帖　時代小説文庫　（ハルキ文庫） 和田 はつ子／著 角川春樹事務所
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