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209.7/ｾ/ ＥＵやらイスラムやら、ここ１００年くらいの世界情勢を
マンガでチラッと振り返る

関 眞興／著 宝島社 746/ﾀ/ スマホで超カンタン特撮　ポートレートからミニチュアまで
「映像監督気分」の撮影テク

Ｔａｃ宮本／著 誠文堂新光社

210.7/ﾓ/ 迷宮歴史倶楽部　戦時下日本の事物画報 モリナガ ヨウ／著 学研プラス 781.4/ﾅ/ カチコチ体が１０秒でみるみるやわらかくなるストレッチ 永井 峻／著 高橋書店

291.8/ﾙ/17 るるぶ徳島鳴門祖谷渓　２０１７　るるぶ情報版 四国 ＪＴＢパブリッシング 言語 830/ｿ/ 難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてください！
スティーブ・
ソレイシィ／著

文響社

291.9/ｻ/17 佐賀　２０１７　唐津・呼子・有田・伊万里　まっぷるマガジン 九州 昭文社 F/ｻ/ ソロ 笹本 稜平／著 祥伝社

291.9/ﾙ/17 るるぶ温泉＆宿九州　２０１７　るるぶ情報版 九州 ＪＴＢパブリッシング F/ﾅ/ ゴースト 中島 京子／著 朝日新聞出版

291.9/ﾙ/18 るるぶ湯布院黒川　’１８　（るるぶ情報版 九州） ＪＴＢパブリッシング F/ﾆ/ 国士 楡 周平／著 祥伝社

317.7/ﾌ/ 警視庁生きものがかり 福原 秀一郎／著 講談社 F/ﾊ/ ピアリス 萩尾 望都／著 河出書房新社

317.7/ﾏ/ 科学捜査ケースファイル　難事件はいかにして解決されたか
ヴァル・マクダーミド
／著

化学同人 G210/ｶ/ 日本史は逆から学べ　近現代から原始・古代まで
「どうしてそうなった？」でさかのぼる （光文社知恵の森文庫）

河合 敦／著 光文社

R361.9/ｵ/4 図表でみる世界の社会問題　４　ＯＥＣＤ社会政策指標
貧困・不平等・社会的排除の国際比較 ＯＥＣＤ／編著 明石書店 G210/ﾊ/ 歴史に「何を」学ぶのか　（ちくまプリマー新書） 半藤 一利／著 筑摩書房

367.3/ｸﾞ/ 夫の定年　「人生の長い午後」を夫婦でどう生きる？ グループわいふ／著 ミネルヴァ書房 G371.4/ｶ/Z 「いじめ」や「差別」をなくすためにできること
（ちくまプリマー新書） 香山 リカ／著 筑摩書房

369.2/ｳ/ 受けたい介護がすぐわかる手続き便利帳 小泉 仁／監修 青春出版社 G407/ｵ/ 「食べられる」科学実験セレクション　身近な料理の色が変わる？
たった１分でアイスができる？　（サイエンス・アイ新書 科学） 尾嶋 好美／著 ＳＢクリエイティブ

369.2/ﾌ/ まちがいだらけの老人介護　心と体に「健康」をとりかえす８２の方法 船瀬 俊介／著 興陽館 G490.1/ﾏ/ 長生き地獄　（ＳＢ新書） 松原 惇子／著 ＳＢクリエイティブ

382.1/ｺ/ くらしの昭和史　昭和のくらし博物館から　朝日選書 小泉 和子／著 朝日新聞出版 G778.2/ﾊﾞ/ 倍賞千恵子の現場　（ＰＨＰ新書） 倍賞 千恵子／著 ＰＨＰ研究所

453.9/ﾆ/ 温泉の科学　Ｂ＆Ｔブックス おもしろサイエンス 西川 有司／著 日刊工業新聞社 GF/ｲ/ 禊川　すこくろ幽斎診療記　（双葉文庫） 今井 絵美子／著 双葉社

491.3/ﾓ/ いきなりサイエンス　日常のその疑問、科学が「すぐに」解決します
ミッチェル・
モフィット／著 文響社 GF/ｸ/ 金鮪　魚河岸奉行　（双葉文庫） 国光／著 双葉社

498.5/ｷ/ 奇跡の酢納豆　血管に効く！腸が強くなる！免疫力ＵＰ！ 石原 新菜／医療監修 宝島社 GF/ｺ/7-Z 大江戸妖怪かわら版　７　大江戸散歩　（講談社文庫） 香月 日輪／著 講談社

498.5/ｼ/ 食べるクスリ甘酒ヨーグルト　甘酒＋ヨーグルトのＷ発酵で
究極の発酵食品が誕生しました 落合 敏／監修 主婦の友社 GF/ｺ/ 花魁心中　人情同心神鳴り源蔵　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 小杉 健治／著 光文社

498.5/ﾏ/ 朝のコーヒー、夜のビールがよい仕事をつくる　人生を変える飲む習慣
Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｌｉｆｅ 馬渕 知子／著

クロスメディア・
パブリッシング

GF/ｺ/ 刀傷　蘭方医・宇津木新吾　（双葉文庫） 小杉 健治／著 双葉社

525.8/ｻ/ １０万棟のビルを洗った社長のすごい掃除力 佐藤 正和／著 白夜書房 GF/ｻ/22 鬼役　２２　宿敵　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 坂岡 真／著 光文社

528.1/ｶ/ 簡単！住まいのDIYマニュアル 水回り〈単水栓・混合栓〉〈トイレ〉
キッチンやトイレの水回り修理はこの１冊でＯＫ

スタジオタック
クリエイティブ

GF/ｽ/ 文豪エロティカル　（実業之日本社文庫） 芥川 龍之介／ほか著 実業之日本社

594.3/ﾋ/ 手編みであったか、シンプルな犬のふだん着　お散歩が楽しくなる、
小型犬ウエア＆グッズがたくさん！

俵森 朋子／著 河出書房新社 GF/ﾀ/4 あきない世傳金と銀　４　貫流篇　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 高田 郁／著 角川春樹事務所

596/ｼﾞ/ 知っておいしい保存食事典 実業之日本社／編 実業之日本社 GF/ﾀ/ ワッハワッハハイのぼうけん　谷川俊太郎童話集　（小学館文庫） 谷川 俊太郎／著 小学館

596.4/ｹﾞ/ げんさんとよーこさんの山ごはん　簡単でおいしい絶品メニュー８５ げんさん／著 山と溪谷社 GF/ﾄﾞ/1 身代わりの空　上　警視庁犯罪被害者支援課　（講談社文庫） 堂場 瞬一／著 講談社

596.6/ﾔ/ 透明和菓子の作り方 安田 由佳子／著 文化学園文化出版局 GF/ﾄﾞ/2 身代わりの空　下　警視庁犯罪被害者支援課　（講談社文庫） 堂場 瞬一／著 講談社

597.5/ﾔ/ ミニマリスト、親の家を片づける やまぐち せいこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ GF/ﾄ/ 源九郎の涙　はぐれ長屋の用心棒　（双葉文庫） 鳥羽 亮／著 双葉社

602.1/ﾋﾞ/18 図解！業界地図　２０１８年版
ビジネスリサーチ・
ジャパン／著

プレジデント社 GF/ﾅ/3 金曜日の本屋さん　３　秋とポタージュ 　（ハルキ文庫） 名取 佐和子／著 角川春樹事務所

675.1/ｵ/ くらべる値段 おかべ たかし／文 東京書籍 GF/ﾏ/ 八月十五日に吹く風　（講談社文庫） 松岡 圭祐／著 講談社

芸術 726.6/ｴ/ 絵本作家６１人のアトリエと道具 玄光社
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歴史
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