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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

159.4/ｺ/ 「つらいから、会社やめます」が言えないあなたへ 心屋 仁之助／著 宝島社 904/ｲ/ 池澤夏樹、文学全集を編む
河出書房新社
編集部／編

河出書房新社

159.7/ﾀ/ そっと無理して、生きてみる　百歳先生の人生カルテ 高橋 幸枝／著 小学館 911.4/ｾﾞ/7 シルバー川柳　7
全国有料老人
ホーム協会／編 ポプラ社

291.9/ｷ/18 季刊のぼろ　Vol.18　2017秋　九州・山口版
王道&知られざるルート5本 五家荘クラシック

西日本新聞社 F/ｱ/ 京都・舞鶴殺人事件　道原伝吉シリーズ　（TOKUMA NOVELS） 梓 林太郎／著 徳間書店

291/ﾌﾞ/10 ブラタモリ　10　富士の樹海 富士山麓 大阪 大坂城 知床
NHK「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA F/ｲ/ 裏切りのホワイトカード　池袋ウエストゲートパーク 石田 衣良／著 文藝春秋

291/ﾌﾞ/9 ブラタモリ　9　平泉 新潟 佐渡 広島 宮島
NHK「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA F/ｶ/ 銀河鉄道の父 門井 慶喜／著 講談社

292.2/ﾜ/ ONE&ONLY MACAO
ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ﾆ/ 十津川警部予土(ローカル)線に殺意が走る　（ノン・ノベル） 西村 京太郎／著 祥伝社

社会
科学 304/ｲ/ おい、マジか。池上彰の「ニュースを疑え！」 池上 彰／著 文藝春秋 F/ﾊ/ 草笛物語 葉室 麟／著 祥伝社

487.5/ﾖ/ 魚だって考える 吉田 将之／著 築地書館 F/ﾋ/ マスカレード・ナイト 東野 圭吾／著 集英社

493.7/ﾀ/ 「敏感すぎて苦しい」がたちまち解決する本 高田 明和／著 廣済堂出版 G210.7/ｴ/ コミンテルンの謀略と日本の敗戦　（PHP新書） 江崎 道朗／著 PHP研究所

498.4/ｵ/ 低気圧女子の処方せん 小越 久美／著 セブン&アイ出版 G367.7/ｸ/ 定年後　50歳からの生き方、終わり方　（中公新書） 楠木 新／著 中央公論新社

536.7/ﾅ/ 絶景！日本全国ロープウェイ・
ゴンドラコンプリートガイド 中島 信／著 扶桑社 GF/ｱ/5-Z 幻想古書店で珈琲を　5　（ハルキ文庫） 蒼月 海里／著 角川春樹事務所

589.2/ｲ/ 「好き」と「似合う」がかなう色の組み合わせBOOK 岩崎 沙織／著 池田書店 GF/ｳ/ 宣戦の烽　町奉行内与力奮闘記　（幻冬舎時代小説文庫） 上田 秀人／著 幻冬舎

590/ｸ/24 暮らしのおへそ　Vol.24　習慣には、明日を変える力がある 主婦と生活社 GF/ｵ/ 決意　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 岡本 さとる／著 角川春樹事務所

590/ｼ/ すっきり暮らすための時間とお金の使い方 主婦の友社／編 主婦の友社 GF/ｶ/ 極道大名　（幻冬舎時代小説文庫） 風野 真知雄／著 幻冬舎

592.7/ｶ/ 簡単！住まいのDIYマニュアル ペイントの基本
<壁・インテリア・小物>

スタジオタック
クリエイティブ

GF/ｶ/1 猫でござる　1　（双葉文庫） 柏田 道夫／著 双葉社

594.3/ｶ/ まきものいろいろ 風工房／著 文化学園文化出版局 GF/ｺ/ STプロフェッション　ST警視庁科学特捜班　（講談社文庫） 今野 敏／著 講談社

594.9/ｼ/ 簡単！ふわふわボンボンマスコット80 主婦の友社／編 主婦の友社 GF/ｺ/ 伽羅の残香　風烈廻り与力・青柳剣一郎　（祥伝社文庫） 小杉 健治／著 祥伝社

596.3/ｼ/ ひとつの野菜で作る常備菜 庄司 いずみ／著 世界文化社 GF/ｻ/ 恨み残さじ　空也十番勝負 青春篇　（双葉文庫） 佐伯 泰英／著 双葉社

596.4/ﾏ/ 愛と憎しみを込めた旦那への猟奇的弁当 まこつ／著 KADOKAWA GF/ｽ/ 武者鼠(むささび)の爪　口入屋用心棒　（双葉文庫） 鈴木 英治／著 双葉社

597.2/ｶ/ 簡単！住まいのDIYマニュアル 壁紙
<ビニールクロス><フリース壁紙>

スタジオタック
クリエイティブ

GF/ﾀ/3 鯖猫長屋ふしぎ草紙　3　（PHP文芸文庫） 田牧 大和／著 PHP研究所

597.5/ｲ/ 夢をかなえる7割収納 石阪 京子／著 講談社 GF/ﾁ/ おれは一万石　（双葉文庫） 千野 隆司／著 双葉社

597.5/ｺﾞ/ あした死んでもいい30分片づけ
ごんおばちゃま
／著

興陽館 GF/ﾊ/ 春雷　（祥伝社文庫） 葉室 麟／著 祥伝社

611.7/ﾅ/ 多品目少量栽培で成功できる！！小さな農業の稼ぎ方 中村 敏樹／著 誠文堂新光社 GF/ﾏ/ 彩霧　（光文社文庫プレミアム） 松本 清張／著 光文社

645.7/ｳ/ 捨て猫に拾われた男
猫背の背中に教えられた生き方のヒント 梅田 悟司／著

日本経済新聞
出版社

GF/ﾓ/ ねこの証明　（講談社文庫） 森村 誠一／著 講談社

芸術 754.9/ｶ/ 花の立体切り絵 カジタ ミキ／著 誠文堂新光社 GF/ﾓ/ 悪道 五右衛門の復讐　（講談社文庫） 森村 誠一／著 講談社

769.1/ｸ/ 舞うひと 草刈 民代／著 淡交社 GF/ﾜ/ 虹のかけ橋　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 和田 はつ子／著 角川春樹事務所

言語 829.3/ﾐ/ ミャンマー語　（ひとり歩きの会話集） JTBパブリッシング 参考
資料

R350.9/ﾔ/
17-18

世界国勢図会　2017/18
矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会

837.5/ﾃﾞ/2-Z ディズニーの英語　コレクション2
石原 真弓／
英文解説 KADOKAWA
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