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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 007.6/ｱ/ 図解でわかる！お仕事のExcel 朝岳 健二／著 秀和システム 産業 667.4/ﾌ/ キャビアの歴史
ニコラ・
フレッチャー／著

原書房

哲学 147/ｶ/ 運命のサインをよみとく事典 香椎 美裕紀／著 サンマーク出版 708.7/ﾆ/21 日本美術全集　索引 辻 惟雄／編集委員 小学館

210/ﾔ/ 元号　全247総覧 山本 博文／編著 悟空出版 749/ﾋ/ 自分でできる！印刷・加工テクニックブック 平田 美咲／著 誠文堂新光社

289.1/ｱ/ 今日も一日、楽しかった あべ けん太／著 朝日新聞出版 757/ｻ/ 新しい分かり方 佐藤 雅彦／著 中央公論新社

290.9/ﾏ/ 美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田 ミリ／著 幻冬舎 764.7/ﾋﾞ/ さよなら涙 リハビリ・バンバン
ビリー・バンバン
／著

秀和システム

291.4/ﾌ/ ふだんの金沢に出会う旅へ 杉山 正博／著 主婦の友社 810.4/ｷ/ 金田一秀穂のおとなの日本語 金田一 秀穂／著 海竜社

316.4/ﾅ/Z ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 永井 陽右／著 合同出版 810.4/ﾏ/ 校閲記者の目
毎日新聞校閲
グループ／著

毎日新聞出版

324.4/ﾐ/ 民法がこんなに変わる！ 中里 妃沙子／監修 自由国民社 914.6/ｺ/ 感傷的な午後の珈琲 小池 真理子／著 河出書房新社

335.2/ｻ/ すごか！九州　なぜ地方企業が日本を代表する味と技術を育てたか
産経新聞九州総局
／著

産経新聞出版 949.5/ｱ/ 湖の男
アーナルデュル・
インドリダソン／著 東京創元社

336.2/ｶ/ 10歳でもわかる問題解決の授業 苅野 進／著 フォレスト出版 F/ｲ/ ホワイトラビット　a night 伊坂 幸太郎／著 新潮社

336.8/ｻ/18 100分でわかる！決算書「分析」超入門　2018 佐伯 良隆／著 朝日新聞出版 F/ｶ/ 墨の香 梶 よう子／著 幻冬舎

368.6/ｲ/ 凶獣 石原 慎太郎／著 幻冬舎 F/ｻ/ 孤軍　越境捜査 笹本 稜平／著 双葉社

376.1/ｼ/ ここが変わった！平成29年告示保育所
保育指針まるわかりガイド 汐見 稔幸／編著 チャイルド本社 F/ﾀ/ 妖曲羅生門　御堂関白陰陽記 高井 忍／著 光文社

474.8/ﾅ/ しっかり見わけ観察を楽しむきのこ図鑑 中島 淳志／著 ナツメ社 F/ﾐ/ ヴィオレッタの尖骨 宮木 あや子／著 河出書房新社

481.7/ﾃﾞ/ ディープオーシャン深海生物の世界 NHKスペシャル「ディープ
オーシャン」制作班／監修 宝島社 F/ﾐ/8 湖底の城　8巻　呉越春秋 宮城谷 昌光／著 講談社

493.7/ｵ/ オトナの発達障害大図解 藤田 潔／著
幻冬舎メディア
コンサルティング

F/ﾓ/5 悪道　5　最後の密命 森村 誠一／著 講談社

498.3/ｸ/ 脳の再起動(リブート)スイッチ 久賀谷 亮／著 ナツメ社 G210.7/ﾄ/1 トーキョー・レコード　上　軍国日本特派員日記　（中公文庫）
オットー・D.
トリシャス／著 中央公論新社

498.5/ｼ/ かみやすい、飲み込みやすい健康ごはん 山田 晴子／料理指導 主婦の友社 G210.7/ﾄ/2 トーキョー・レコード　下　軍国日本特派員日記　（中公文庫）
オットー・D.
トリシャス／著 中央公論新社

525.1/ﾄ/ AutoCAD LTで学ぶ建築製図の基本 鳥谷部 真／著 エクスナレッジ G361.4/ﾖ/ その雑談カチンときます　（青春新書PLAY BOOKS） 吉田 照幸／著 青春出版社

536/ｴ/ 電車の顔図鑑 江口 明男／著 天夢人 G498.3/ｶ/3 すべての疲労は脳が原因　3　（集英社新書） 梶本 修身／著 集英社

582.3/ｱ/ 図解でわかる！お仕事のWord 朝岳 健二／著 秀和システム G914.6/ｼ/ 逆襲される文明　（文春新書） 塩野 七生／著 文藝春秋

596.2/ｾ/ みそ汁はおかずです 瀬尾 幸子／著 学研プラス G914.6/ｾ/ 95歳まで生きるのは幸せですか?　（PHP新書） 瀬戸内 寂聴／著 PHP研究所

596.2/ﾐ/ ボンクラ隊が行く！おいしい台湾食べたいわん 水谷 さるころ／著 イースト・プレス GF/ｱ/ サイメシスの迷宮　完璧な死体　（講談社タイガ） アイダ サキ／著 講談社

596.4/ｶ/ おでかけ弁当ドリル 上島 亜紀／著 宙出版 GF/ｱ/20-Z されど罪人は竜と踊る　20　三千万の美しき残骸　（ガガガ文庫） 浅井 ラボ／著 小学館

596.6/ﾓ/ 小麦粉なしでつくるたっぷりクリームの魅惑のおやつ 森崎 繭香／著 日東書院本社 GF/ｱ/26-Z 緋弾のアリア　26　闇穿つ大蛇　（MF文庫J） 赤松 中学／著 KADOKAWA

596/ｵ/ 毎日の「バーミキュラ」レシピ 大庭 英子／著 講談社 GF/ｶ/20-Z ソードアート・オンライン　20　ムーン・クレイドル　（電撃文庫） 川原 礫／著 KADOKAWA

596/ﾐ/ かんたん、なのに満足！スープでごはん みない きぬこ／著 池田書店 GF/ﾌﾞ/
謎の館へようこそ　白
新本格30周年記念アンソロジー　（講談社タイガ）

東川 篤哉／著 講談社

産業 646.9/ｼ/ 誰でもチャレンジできる！イラストマニュアル・
はじめての養蜂 東雲 輝之／著 秀和システム
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