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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

017/ｱ/ 学校図書館のアイデア＆テクニック　来館待ってます！
手軽にトライ 秋田 倫子／著 少年写真新聞社 K748/ﾌ/ 沖ノ島　神坐す「海の正倉院」 藤原 新也／著 小学館

141.3/ﾊ/ あなたのその「忘れもの」コレで防げます 芳賀 繁／著 ＮＨＫ出版 781.4/ｷ/ 足の裏を刺激して一生歩ける体になる！きくち体操 菊池 和子／著 宝島社

159/ｷ/ ずっとやりたかったことを、やりなさい。　新版 ジュリア・キャメロン／著 サンマーク出版 789.2/ﾏ/ 太極拳のヒミツ　全ての流派に通じる、隠された法則
「８」の字の奥秘で、真意がわかる！身につく！

真北 斐図／著 BABジャパン

288.4/ﾆ/ 日本人なら知っておきたい皇室のしくみ 五味 洋治／ほか著 宝島社 796/ｶ/ 詰将棋の達人 勝浦 修／著 マイナビ出版

291.1/ｼ/ 知床・阿寒 釧路湿原　おとな旅プレミアム
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

F/ｲ/ 鎮憎師 石持 浅海／著 光文社

291.1/ﾊ/ 函館・津軽 弘前・青森・白神山地　おとな旅プレミアム
TAC株式会社出版事業
部

F/ｳ/ 孤道　浅見光彦シリーズ 内田 康夫／著 毎日新聞出版

291.1/ﾗ/ ライトマップル札幌小樽道路地図　３版 昭文社 F/ｶ/9-Z 心霊探偵八雲　９　救いの魂 神永 学／著 角川書店

291.2/ｾ/ 仙台・松島・平泉　おとな旅プレミアム
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

F/ﾂ/ 父 辻 仁成／著 集英社

291.2/ﾄ/ 十和田湖・奥入瀬 盛岡・遠野・角館　おとな旅プレミアム
TAC株式会社出版事業
部

F/ﾂ/ かがみの孤城 辻村 深月／著 ポプラ社

291.3/ﾆ/ 日光 那須・塩原　おとな旅プレミアム
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

F/ﾆ/Z 掟上今日子の裏表紙　忘却探偵シリーズ 西尾 維新／著 講談社

291.3/ﾗ/ ライトマップル関東道路地図　４版 昭文社 F/ﾇ/ 宿命と真実の炎 貫井 徳郎／著 幻冬舎

291.5/ｲ/ 伊豆　おとな旅プレミアム
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

F/ﾏ/ 劇場 又吉 直樹／著 新潮社

291.5/ｶ/ 上高地・安曇野 黒部・松本　おとな旅プレミアム
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

F/ﾓ/ ダマシ×ダマシ　Ｘシリーズ 森 博嗣／著 講談社

291.5/ｶ/ 河口湖・山中湖 富士山　おとな旅プレミアム
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

F/ﾔ/ おもちゃ絵芳藤 谷津 矢車／著 文藝春秋

291.5/ﾅ/ 名古屋　おとな旅プレミアム
TAC株式会社出版事業
部

F/ﾜ/ 優しき悪霊　溝猫長屋祠之怪 輪渡 颯介／著 講談社

291.6/ﾅ/ 奈良 大和路　おとな旅プレミアム
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

914.6/ﾋﾞ/ ご本，出しときますね？ ＢＳジャパン／編 ポプラ社

291.6/ﾗ/ ライトマップル関西道路地図　４版 昭文社 914.6/ﾎ/ いのちの車窓から 星野 源／著 KADOKAWA

291.7/ｲ/ 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取　おとな旅プレミアム
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

G198.2/ﾜ/ 幸せのありか　（ＰＨＰ文庫） 渡辺 和子／著 PHP研究所

291.7/ﾗ/ ライトマップル中国・四国道路地図　４版 昭文社 G319.1/ﾌ/ 国益から見たロシア入門　知られざる親日大国は
アジアをめざす　（ＰＨＰ新書） 藤 和彦／著 PHP研究所

291.9/ﾗ/ ライトマップル九州沖縄道路地図　４版 昭文社 G699.6/ﾖ/ たけし、さんま、所の「すごい」仕事現場　（小学館新書） 吉川 圭三／著 小学館

335/ｶﾞ/ がっちりマンデー！！知られざる４０社の儲けの秘密
がっちりマンデー！！
制作委員会／編 KADOKAWA GF/ｲ/ 大名花火　寅右衛門どの江戸日記　（文春文庫） 井川 香四郎／著 文藝春秋

338.8/ｵ/ １０００円からはじめる！お金の増やし方 大江 英樹／著 宝島社 GF/ｸ/ 初鰹　魚河岸奉行　（双葉文庫） 国光／著 双葉社

366.2/ｻ/ 仕事場のちょっと奥までよろしいですか？ 佐藤 ジュンコ／著 ポプラ社 GF/ｼﾞ/ 人工知能の見る夢は　ＡＩショートショート集　（文春文庫） 新井 素子／ほか著 文藝春秋

492.5/ﾉ/ ながら筋膜リリース　いつでも！どこでも！超カンタン
カラダ快調メソッド のぐち 径大／著 あさ出版 GF/ｽ/ 柳生一刀石　無言殺剣　（徳間時代小説文庫） 鈴木 英治／著 徳間書店

497.2/ﾃ/ 毒出しうがい　歯科医が考案　歯周病と口臭を防ぎ、
病気まで遠ざけるすごい健康法 照山 裕子／著 アスコム GF/ﾁ/2 長谷川平蔵人足寄場 平之助事件帖　２　決意　（小学館文庫） 千野 隆司／著 小学館

K519/ﾊ/ 《写真記録》これが公害だ
北九州市「青空がほしい」運動の軌跡

林 えいだい／著 新評論 GF/ﾅ/ いつかの花　日本橋牡丹堂菓子ばなし　（光文社時代小説文庫） 中島 久枝／著 光文社

547.4/ﾘ/ ＬＩＮＥ楽しい＆やさしい１００％入門ガイド　この一冊で
最新ＬＩＮＥがすぐわかる！

リンクアップ／著 技術評論社 GF/ﾊﾞ/ 伊達の味噌騒動　銅信左衛門剣錆録　（徳間時代小説文庫） 幡 大介／著 徳間書店

591/ﾃ/ 定年まで１０年ですよ　まんがでわかる老後のマネー教本
日経ヴェリタス編集部
／原作 集英社 GF/ﾋ/ 虚ろな十字架　（光文社文庫） 東野 圭吾／著 光文社

593.3/ｺ/ ずっと好きな服。　一つのパターンから、かんたん
アレンジいろいろ Quoi？Quoi？／著 文化学園文化出版局 GF/ﾌ/ 九字兼定　御刀番左京之介　（光文社時代小説文庫） 藤井 邦夫／著 光文社

594.2/ｳ/ きせかえクロスステッチ　パーツを組み合わせて
オリジナルキャラを作ろう！ WEEKENDSTITCH／著 新星出版社 GF/ﾎ/ 西郷隆盛 英雄と逆賊　歴史小説傑作選　（ＰＨＰ文芸文庫） 池波 正太郎／著 PHP研究所

596/ｽ/ のんきに生きる　「ああ、おいしい」は生きがいになる 鈴木 登紀子／著 幻冬舎 GF/ﾎ/ ケモノの城　（双葉文庫） 誉田 哲也／著 双葉社

645.7/ｲ/ ねこの京都 岩合 光昭／著 クレヴィス GF/ﾎ/ 泣き虫先生、江戸にあらわる　手習い所純情控帳　（双葉文庫） 誉田 龍一／著 双葉社

645.7/ﾜ/ 縁側ネコ一家ありのまま　ハハケルとマイケルとミカンたち 渡部 久／著 さくら舎 GF/ﾚ/ 恋愛仮免中　（文春文庫） 奥田 英朗／著 文藝春秋

芸術 726.9/ﾓ/ 平安絵巻の素敵な切り絵　みやびなひととき 望月 めぐみ／著 PHP研究所 GF/ﾜ/8 髪結の亭主　８　女と盗賊 　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 和久田 正明／著 角川春樹事務所
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