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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

141.2/ｲ/ 幸運を引き寄せる！色のチカラ
色のチカラ研究会
／著

宝島社 F/ｻ/ 会津執権の栄誉 佐藤 巖太郎／著 文藝春秋

147/ｻ/ 「山の神様」からこっそりうかがった
「幸運」を呼び込むツボ

桜井 識子／著 宝島社 F/ﾊ/6 武蔵　6 花村 萬月／著 徳間書店

159/ﾄ/ できない自分を認める力 友末 亮三／共著 実業之日本社 F/ﾌ/ 新任刑事 古野 まほろ／著 新潮社

221/ﾋ/ 今こそ、韓国に謝ろう 百田 尚樹／著 飛鳥新社 F/ﾐ/ あとは野となれ大和撫子 宮内 悠介／著
KADO
KAWA

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　A19　2017〜18
オランダ・ベルギー・ルクセンブルク

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ﾘ/5-Z 恋するエクソシスト　5　Regalo 梨沙／著
イースト・
プレス

291.3/ﾙ/18 るるぶ日光那須　'18
JTBパブリッ
シング

G158/ｻ/ 悪の正体　（朝日新書） 佐藤 優／著
朝日新聞
出版

291.9/ｷ/17 季刊のぼろ　Vol.17　2017夏　九州・山口版
 1泊2日の山旅計画

西日本新聞社 G366.1/ﾓ/ 労基署がやってきた！　（宝島社新書） 森井 博子／著 宝島社

302.2/ｻ/ 赤い韓国 櫻井 よしこ／著 産経新聞出版 G375.1/ｼ/ 部活があぶない　（講談社現代新書） 島沢 優子／著 講談社

318.2/ｱ/ 「小池劇場」が日本を滅ぼす 有本 香／著 幻冬舎 G498.1/ｲ/ 医療者が語る答えなき世界　（ちくま新書） 磯野 真穂／著 筑摩書房

339.4/ﾗ/17-18 図解わかる生命保険　2017-2018年版
ライフプラン
研究会／編著

新星出版社 GF/ｲ/ ぶぶ漬屋稲茶にございます　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 今井 絵美子／著
角川春樹
事務所

367.7/ｽ/ 死ねない老人 杉浦 敏之／著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

GF/ｲ/ 涙の万年橋　剣客船頭 　（光文社時代小説文庫） 稲葉 稔／著 光文社

368.5/ｸﾞ/ 復讐者マレルバ
ジュセッペ・グラッ
ソネッリ／著 早川書房 GF/ｲ/2 御三家が斬る！　2　（講談社文庫） 井川 香四郎／著 講談社

369.2/ﾊ/ 「老人ホーム大倒産時代」の備え方 濱田 孝一／著 扶桑社 GF/ｳ/ 因果　百万石の留守居役　（講談社文庫） 上田 秀人／著 講談社

434/ﾄ/ トコトンやさしいクロスカップリング反応の本 鈴木 章／監修 日刊工業新聞社 GF/ｵ/6 真夜中のパン屋さん　6　（ポプラ文庫） 大沼 紀子／著 ポプラ社

493.7/ｻ/ 最新図解やさしくわかる精神医学 上島 国利／監修 ナツメ社 GF/ｵ/7 居酒屋お夏　7　（幻冬舎時代小説文庫） 岡本 さとる／著 幻冬舎

493.7/ｿ/ 双極性障害のことがよくわかる本 野村 総一郎／監修 講談社 GF/ｶ/8 隠密味見方同心　8　（講談社文庫） 風野 真知雄／著 講談社

498.3/ｼ/ 靴底の外側が減らなくなると体の不調も消える 新保 泰秀／著 主婦の友社 GF/ｸ/ からくり亭の推し理　（幻冬舎時代小説文庫） 倉阪 鬼一郎／著 幻冬舎

498.3/ﾏ/ 一生動ける体になる！骨力体操 Makoto／著 高橋書店 GF/ｺ/ 魔障　蘭方医・宇津木新吾　（双葉文庫） 小杉 健治／著 双葉社

576.6/ｼ/ アロマワックスサシェの作り方 篠原 由子／著 主婦の友社 GF/ｽ/ 御上覧の誉　口入屋用心棒　（双葉文庫） 鈴木 英治／著 双葉社

596.3/ｲ/ 新しい食べ方でやせる&健康になる寒天レシピ 石澤 清美／著 主婦の友社 GF/ﾄ/ 菊と鬼　剣客同心親子舟　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 鳥羽 亮／著
角川春樹
事務所

597/ｱ/ 住まいの老い支度 阿部 絢子／著 講談社 GF/ﾄ/ 仇討旅　（幻冬舎時代小説文庫） 鳥羽 亮／著 幻冬舎

599/ｵ/ 孫育ての新常識 小屋野 恵／著 メイツ出版 GF/ﾅ/ 旭日の代紋　（光文社文庫） 鳴海 章／著 光文社

産業 694.6/ﾃﾞ/ できる格安SIMではじめるiPhone超入門 法林 岳之／著 インプレス GF/ﾆ/2-Z 懐かしい食堂あります　2　（角川文庫） 似鳥 航一／著
KADO
KAWA

726.1/ﾊ/16 長谷川町子全集　16 長谷川 町子／著 朝日新聞社 GF/ﾊﾞ/ お犬大明神　大富豪同心　（双葉文庫） 幡 大介／著 双葉社

727/ﾍﾟ/ グラフィックの天才たち。 ペン編集部／編
CCCメディアハ
ウス

GF/ﾌ/ 曼珠沙華　新・知らぬが半兵衛手控帖　（双葉文庫） 藤井 邦夫／著 双葉社

言語 816.8/ﾊ/ はがきの名文コンクール
はがきの名文コンク
ール実行委員会／編

NHK出版 GF/ﾎ/ 泣き虫先生、幽霊を退治する
手習い所純情控帳　（双葉文庫）

誉田 龍一／著 双葉社

914.6/ｱ/ 竜宮城と七夕さま 浅田 次郎／著 小学館 GF/ﾎ/2 将軍を蹴った男　2
（コスミック・時代文庫）

誉田 龍一／著
コスミック
出版

F/ｲ/ 家康の遠き道 岩井 三四二／著 光文社 GF/ﾏ/ シャーロック・ホームズ対伊藤博文
（講談社文庫）

松岡 圭祐／著 講談社

F/ｵ/ 横濱エトランゼ 大崎 梢／著 講談社 GF/ﾜ/ うに勝負　料理人季蔵捕物控
（ハルキ文庫 時代小説文庫）

和田 はつ子／著
角川春樹
事務所

F/ｵ/ クジャクを愛した容疑者　警視庁いきもの係 大倉 崇裕／著 講談社
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