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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/ﾅ/ ありがとうノートのつくり方　その時のために残すメモ帳 中山 庸子／著 さくら舎 言語 818/ｼ/ 誤解されやすい方言小辞典　東京のきつねが
大阪でたぬきにばける

篠崎 晃一／著 三省堂

281/ｻ/ “同い年”ものがたり　〈世代〉と〈人物〉で語る昭和史 佐高 信／著 作品社 F/ｷ/ 球道恋々 木内 昇／著 新潮社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｄ１５　２０１７〜１８ 中央アジア　ウズベキスタン
カザフスタン キルギス トルクメニスタン タジキスタン

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｷ/ デンジャラス 桐野 夏生／著 中央公論新社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ａ０７　２０１７〜１８　パリ＆近郊の町
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｻ/ じごくゆきっ 桜庭 一樹／著 集英社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ａ２９　２０１７〜１８　デンマーク
ノルウェー スウェーデン フィンランド

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｼ/ わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本 理生／著 幻冬舎

291.5/ﾙ/18 るるぶ信州　’１８　るるぶ情報版 中部
JTBパブリッシン
グ

F/ﾀ/Z 君にまどろむ風の花　薬屋探偵怪奇譚 高里 椎奈／著 講談社

291.7/ﾙ/18 るるぶ鳥取　’１８　るるぶ情報版 中国
JTBパブリッシン
グ

F/ﾅ/ ドクター・デスの遺産 中山 七里／著 KADOKAWA

291.9/ﾀ/ ぶらり超低山散歩　北九州近郊編 谷 正之／著 海鳥社 F/ﾆ/ ぷろぼの 楡 周平／著 文藝春秋

470/ｲ/ 雑草キャラクター図鑑　物言わぬ植物たちの意外な知恵と
生態が１コママンガでよくわかる

稲垣 栄洋／著 誠文堂新光社 F/ﾊ/ アノニム 原田 マハ／著 KADOKAWA

481.7/ｺ/ 先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか！
鳥取環境大学の森の人間動物行動学

小林 朋道／著 築地書館 F/ﾐ/ 満月の泥枕 道尾 秀介／著 毎日新聞出版

491.1/ﾔ/ 人体のふしぎ　精密な解剖図でカラダの仕組みがよくわかる！
矢沢サイエンス
オフィス／編著

学研プラス F/ﾔ/ 山よ奔れ 矢野 隆／著 光文社

493.4/ｴ/ おなかの弱い人の胃腸トラブル　体質だからとあきらめない！！
不調の原因と治しかた

江田 証／著 幻冬舎 913.7/ｶ/ もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田 桂一／著 宝島社

494.8/ﾊ/ 髪をあきらめない人は、３つの生活習慣をもっている
専門医が教える、髪のエイジング対策法

浜中 聡子／著 学研プラス 914.6/ｲ/ 女と男の品格。 伊集院 静／著 文藝春秋

498.4/ﾐ/ あなたの人生を変える雨の日の過ごし方 美野田 啓二／著 文響社 914.6/ｻ/ 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原 理恵子／著 KADOKAWA

576.5/ｳ/ 「生活の木」の手作り石けんの基本　新版　はじめてでも、きちんとわかる
ＣＰ石けん、ＭＰ石けんと液体石けんの詳しいプロセスとレシピ４７点

梅原 亜也子／著 主婦の友社 916/ﾀ/ うつヌケ　うつトンネルを抜けた人たち 田中 圭一／著 KADOKAWA

593.1/ｲ/ 一番わかりやすいきもののお手入れ＆お直し　京都・東京ほか
プロの知恵と技を満載！

世界文化社 G673.9/ﾅ/ 絶望の超高齢社会　介護業界の生き地獄　（小学館新書） 中村 淳彦／著 小学館

593.3/ﾐ/ 繕う暮らし　ダーニングで衣類をもっと素敵に ミスミ ノリコ／著 主婦と生活社 G726.1/ｺ/Z 菜根譚　（まんがで読破） 洪 自誠／原作 イースト・プレス

596.3/ｶ/ カニカマ１００皿　世界の食卓を変える！
カニカマファン
クラブ／著

文藝春秋 G910.2/ｼ/ 「司馬遼太郎」で学ぶ日本史　（NHK出版新書） 磯田 道史／著 NHK出版

596.6/ｵ/ 魔法のゼリー　冷やすと２つの“層”ができる、不思議で
おいしいお菓子

荻田 尚子／著 主婦と生活社 GF/ｶ/2 俠客 　２　拵屋銀次郎半畳記　（徳間時代小説文庫） 門田 泰明／著 徳間書店

625.6/ﾎ/ 育てて楽しむイチジク 栽培・利用加工 細見 彰洋／著 創森社 GF/ｻ/22-Z 魔法科高校の劣等生　２２　動乱の序章編　（電撃文庫） 佐島 勤／著 KADOKAWA

627.9/ｵ/ はじめてのスワッグ 岡本 典子／著
文化学園文化
出版局

GF/ﾓ/ 美しき幻影　遙かなる墓標のもとに　（実業之日本社文庫） 森村 誠一／著 実業之日本社

702.3/ﾐ/ もっと知りたいミケランジェロ　生涯と作品
アート・ビギナーズ・コレクション

池上 英洋／著 東京美術 G918.6/ﾜ/1 猫の文学館　１　世界は今、猫のものになる　（ちくま文庫） 和田 博文／編 筑摩書房

724.1/ｼ/ 四季の筆ペン画４８のポイント　水墨画技法で本格的に！
筆ペンさえあれば簡単に楽しく描ける！　コツがわかる本

本多 豊國／監修 メイツ出版 G918.6/ﾜ/2 猫の文学館　２　この世界の境界を越える猫　（ちくま文庫） 和田 博文／編 筑摩書房

726.6/ﾖ/ あるかしら書店
ヨシタケ シンスケ
／著

ポプラ社 G933.7/ｶ/1 大諜報　上　（扶桑社ミステリー）
クライブ・
カッスラー／著

扶桑社

728/ｵ/ やさしい絵入り扇子・色紙・短冊・はがきの書き方 奥平 朋子／著 知道出版 G933.7/ｶ/2 大諜報　下　（扶桑社ミステリー）
クライブ・
カッスラー／著

扶桑社

743/ｽ/ すずちゃん先生からの写真が上手くなる５２の宿題
写真の感性や視点・発想を鍛える

鈴木 知子／著 日本写真企画 G933.7/ﾘ/ 予言ラジオ　サム・ドライデンシリーズ　（小学館文庫）
パトリック・
リー／著

小学館

780.7/ﾌ/ 腹筋を美しく見せる！女子の体幹トレーニング　くびれ、
タテ線、思いのまま。

ＭＡＹＵＭＩ／監修 成美堂出版

文学

文庫
新書

歴史

自然
科学

技術

産業

芸術


