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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

総記 019.5/ｼﾞ/ 十歳までに読んだ本
西 加奈子
/ほか著

ポプラ社 626.2/ﾗ/ メロンとスイカの歴史
シルヴィア・
ラブグレン／著

原書房

159.4/ｵ/ 働く文学 奥 憲太／著 東海教育研究所 645.7/ﾆ/ 恋する猫さんぽ 新美 敬子／著 中央公論新社

159.6/ｶ/ 子や孫にしばられない生き方 河村 都／著 産業編集センター 664.6/ｼ/ 旬の魚事典 飯田 知誉／監修 宝島社

288.1/ﾓ/ 名字でわかるあなたのルーツ 森岡 浩／著 小学館 芸術 754.9/ｶ/ 恐竜のおりがみ 川畑 文昭／著 誠文堂新光社

290.9/ﾁ/32 地球の歩き方aruco　32　 オランダ  最新2018-19
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

914.6/ｿ/ 靖国で会う、ということ 曾野 綾子／著 河出書房新社

290.9/ﾁ/7 地球の歩き方aruco　7　香港　最新2018-19
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

914.6/ｿ/ 死の準備教育 曽野 綾子／著 興陽館

290.9/ﾘ/ バックパッカーズ読本
旅行情報研究会
／編

双葉社 F/ｻ/ 怪盗桐山の藤兵衛の正体　八州廻り桑山十兵衛 佐藤 雅美／著 文藝春秋

292.1/ｿ/ ソロタビソウル
JTBパブリッ
シング

F/ｻ/ 真夏の雷管　道警シリーズ 佐々木 譲／著 角川春樹事務所

295.3/ｿ/ ソロタビニューヨーク
JTBパブリッ
シング

F/ｻ/5 泣き虫弱虫諸葛孔明　第5部 酒見 賢一／著 文藝春秋

335/ｾ/ 個人事業を会社にするメリット・デメリットが
ぜんぶわかる本

関根 俊輔／著 新星出版社 F/ｼ/ 仁者無敵　甫庵伝 志野 靖史／著 朝日新聞出版

367.2/ﾌ/ ワンオペ育児 藤田 結子／著 毎日新聞出版 F/ｼ/ 暗闇のアリア 真保 裕一／著 KADOKAWA

369.2/ｶ/ 「わがまま」のつながり方 鎌田 實／著 中央法規出版 F/ｼ/ 煌(きらり) 志川 節子／著 徳間書店

385.4/ﾃ/ おしゃれDIYウエディングの作り方
テイクアンドギヴ
・ニーズ／著

世界文化社 F/ﾀ/ 明治乙女物語 滝沢 志郎／著 文藝春秋

480.7/ｼ/ 見つけて育てる生きもの飼い方ブック 新宅 広二／著 メイツ出版 G304/ﾖ/ 「他人」の壁　（SB新書） 養老 孟司／著
SBクリエイ
ティブ

481.3/ﾊ/ 愛のへんないきもの 早川 いくを／著 ナツメ社 G498.3/ｵ/ その「もの忘れ」はスマホ認知症だった
（青春新書INTELLIGENCE）

奥村 歩／著 青春出版社

491.3/ﾋ/Z ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑
大橋 順／日本語版
監修

創元社 G720.4/ﾊ/ いちまいの絵　恋と悪魔と黙示録　（集英社新書） 原田 マハ／著 集英社

493.7/ﾊﾟ/ パーソナリティ障害 市橋 秀夫／監修 講談社 G726.1/ﾃ/ 手塚治虫傑作選「戦争と日本人」　（祥伝社新書） 手塚 治虫／作 祥伝社

498.3/ｶ/ 頑張らずにスッパリやめられる禁煙 川井 治之／著 サンマーク出版 GF/ｲ/2 浪人奉行　2ノ巻　（双葉文庫） 稲葉 稔／著 双葉社

498.3/ﾄ/ 毎朝、目覚めるのが楽しみになる大人女子のための
睡眠パーフェクトブック

友野 なお／著 大和書房 GF/ｲ/9-Z 恋と悪魔と黙示録　9
恋咲く世界の永遠なる書　（一迅社文庫アイリス）

糸森 環／著 一迅社

498.3/ﾉ/ 脳にいいこと事典 白澤 卓二／監修 西東社 GF/ｳ/ 覚悟の紅　御広敷用人大奥記録
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

上田 秀人／著 光文社

547.4/ﾘ/ 一冊でキッチリ身につくサーバーの基本としくみ リンクアップ／著 ナツメ社 GF/ｶ/8 わるじい秘剣帖　8　あっぷっぷ 　（双葉文庫） 風野 真知雄／著 双葉社

590/ｵ/ ミニマリストの持ちもの帖 尾崎 友吏子／著 NHK出版 GF/ｻ/ 凶賊　帳尻屋仕置　（双葉文庫） 坂岡 真／著 双葉社

591/ﾖ/ 図解がんばらなくてもお金が貯まる！生活習慣 横山 光昭／著 PHP研究所 GF/ﾄ/ 霞と飛燕　駆込み宿影始末　（講談社文庫） 鳥羽 亮／著 講談社

594.9/ｺ/ パリの着せ替えどうぶつ人形 今野 はるえ／著 産業編集センター GF/ﾊ/ 明治・妖(あやかし)モダン　（朝日文庫） 畠中 恵／著 朝日新聞出版

595.4/ｼ/ 1・2・3色でほめられネイル しずく／著 KADOKAWA GF/ﾊﾞ/ 闇の奉行　大富豪同心　（双葉文庫） 幡 大介／著 双葉社

595.5/ﾀ/ 気になるパーツのスキンケア 高瀬 聡子／著 宝島社 GF/ﾌ/ 思案橋　新・知らぬが半兵衛手控帖　（双葉文庫） 藤井 邦夫／著 双葉社

596.3/ｵ/ おいしい雑草料理 小崎 順子／著 サンルクス
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