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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

069/ﾐ/ ぐるぐる♡博物館 三浦 しをん／著 実業之日本社 F/ｱ/ 福袋 朝井 まかて／著 講談社

147/ｷ/10 九十九怪談　第１０夜 木原 浩勝／著 KADOKAWA F/ｺ/ 声なき叫び 小杉 健治／著 双葉社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｂ０１　２０１７〜１８　アメリカ 地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｺ/ 変幻 今野 敏／著 講談社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｄ０９　２０１７〜１８　香港　マカオ　深圳 地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｻ/ 敵討ちか主殺しか　物書同心居眠り紋蔵 佐藤 雅美／著 講談社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｄ１８　２０１７〜１８　バンコク 地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ﾄﾞ/ １９３４年の地図 堂場 瞬一／著 実業之日本社

291/ﾌﾞ/7 ブラタモリ　７　京都（嵐山・伏見）
志摩 伊勢（伊勢神宮・お伊勢参り）

ＮＨＫ「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA F/ﾆ/ リゾートしらかみの犯罪 西村 京太郎／著 光文社

291/ﾌﾞ/8 ブラタモリ　８　横浜 横須賀 会津 会津磐梯山 高尾山
ＮＨＫ「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA F/ﾋ/ 探偵さえいなければ 東川 篤哉／著 光文社

291.6/ﾅ/ 南紀・熊野古道 白浜・高野山・伊勢神宮　おとな旅プレミアム TAC株式会社
出版事業部

F/ﾏ/ パーマネント神喜劇 万城目 学／著 新潮社

291.7/ﾊ/ 萩・津和野 下関・門司　おとな旅プレミアム
TAC株式会社
出版事業部

F/ﾐ/ 宮辻薬東宮 宮部 みゆき／著 講談社

291.9/ｶ/ 鹿児島・宮崎 熊本・屋久島・高千穂　おとな旅プレミアム TAC株式会社
出版事業部

F/ﾔ/6 ジョン・マン　６　順風編 山本 一力／著 講談社

291.9/ﾙ/18 るるぶ沖縄ベスト　’１８　るるぶ情報版 九州 JTBパブリッシング 914.6/ｶ/ カマタノコトバ　内向きになるな 鎌田 實／著 悟空出版

291.9/ﾙ/18 るるぶ熊本阿蘇天草　’１８　るるぶ情報版 九州 JTBパブリッシング 914.6/ﾊ/ 古都再見 葉室 麟／著 新潮社

291.9/ﾙ/18 るるぶ長崎　’１８　ハウステンボス佐世保雲仙
　るるぶ情報版 九州

JTBパブリッシング 914.6/ﾊ/ 美女は飽きない 林 真理子／著 マガジンハウス

293/ｱ/20 アールエスブイピー　Ｎｏ．２０（２０１７Ｓｐｒｉｎｇ）
　麗しきロンドン 癒しのカントリーサイド

RSVPバトラーズ 914.6/ﾔ/ 母ではなくて、親になる 山崎 ナオコーラ／著 河出書房新社

302.1/ｼﾞ/ ＪＡＰＡＮ ＣＬＡＳＳ　ニッポンがまたやったってよ！ ジャパンクラス編集部
／編

東邦出版 914.6/ﾖ/ ９９歳からあなたへ　いつまでも変わらない大切なこと 吉沢 久子／著 海竜社

323.1/ﾋﾟ/ お笑い自民党改憲案 ピーコ／著 金曜日 916/ｲ/ 寂しい生活 稲垣 えみ子／著 東洋経済新報社

335/ｻ/ スタンフォードでいちばん人気の授業 佐藤 智恵／著 幻冬舎 916/ﾌ/ ひきこもらない ｐｈａ／著 幻冬舎

448/ﾀ/ 地球は本当に丸いのか？　身近に見つかる９つの証拠 武田 康男／文・写真 草思社 918/ﾆ/28 日本文学全集　２８　近現代作家集 池澤 夏樹／個人編集 河出書房新社

460/ﾁ/ 高校で教わりたかった生物　大人のための科学 趙 大衛／編著 日本評論社 G364.6/ﾔ/ シンプルにわかる確定拠出年金　（角川新書） 山崎 元／著 KADOKAWA

491.3/ﾆ/ 肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山 耕一郎／著 飛鳥新社 G367.7/ｲ/ 熟年婚活　（角川新書） 家田 荘子／著 KADOKAWA

493.7/ｱ/ 認知症いま本当に知りたいこと１０１ 阿部 和穂／著 武蔵野大学出版会 G368.6/ﾓ/ 日本の暗黒事件　（新潮新書） 森 功／著 新潮社

498.3/ｳ/ 科学でわかった正しい健康法 ジェフ・ウィルザー／著 大和書房 GF/ｱ/Z 僕と死神（ボディガード）の赤い罪　（講談社タイガ） 天野 頌子／著 講談社

590/ﾋﾟ/ 「いつか使うかも」「もったいない」を断ち切る！捨てる技術 ＰＨＰ研究所／編 PHP研究所 GF/ｲ/ 御社のデータが流出しています　吹鳴寺籐子の
セキュリティチェック 　（ハヤカワ文庫 JA）

一田 和樹／著 早川書房

594/ﾋﾟ/ 作るのカンタン平らなワンコ服１２か月
トイプードル＊チワワ＊ミニチュアダックス＊小型ワンコに

ピポン／著 文化学園文化出版局 GF/ｲ/ 現代百物語‐不実　（角川ホラー文庫） 岩井 志麻子／著 KADOKAWA

594.3/ｾ/ かぎ針で編むプラントハンガーとバスケット
麻やコットンの糸を使ったつるして楽しむハンギンググリーン

誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 GF/ｳ/1-Z 鹿の王　１　（角川文庫） 上橋 菜穂子／著 KADOKAWA

596.2/ﾊﾟ/ うまい餃子　日本一予約の取れない餃子レストランの パラダイス山元／著 宝島社 GF/ｳ/2-Z 鹿の王　２　（角川文庫） 上橋 菜穂子／著 KADOKAWA

597/ﾃﾞ/ ＤＩＹでできる！壁・床リフォーム&メンテナンス百科　決定版
　暮らしの実用シリーズ ＤＩＹ

学研プラス GF/ｷ/6 化学探偵Ｍｒ．キュリー　６　（中公文庫） 喜多 喜久／著 中央公論新社

産業 613.5/ﾄ/ トコトンやさしい土壌の本　今日からモノ知りシリーズ 藤原 俊六郎／著 日刊工業新聞社 GF/ｻ/13 浪人若さま新見左近　[１３]　片腕の剣客
　（コスミック・時代文庫）

佐々木 裕一／著 コスミック出版

754.9/ﾐ/ 喜ばれる季節の折り紙　飾って贈って　四季の花を愛で、
行事の飾りつけを楽しむ

宮本 眞理子／著 池田書店 GF/ﾌ/8 最後の晩ごはん　[８]　忘れた夢とマカロニサラダ
　（角川文庫）

椹野 道流／著 KADOKAWA

778.2/ﾀ/ 高峰秀子と十二人の男たち 高峰 秀子／著 河出書房新社 GF/ﾓ/ 青白く輝く月を見たか？　Ｗシリーズ　（講談社タイガ） 森 博嗣／著 講談社

781.4/ﾅ/ 体のコリがすべて消える究極のストレッチ 中村 格子／著 日経BP社 GF/ﾕ/2 Ｂの戦場　２　さいたま新都心ブライダル課の機略
　（集英社オレンジ文庫）

ゆきた 志旗／著 集英社
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