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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

130/ｴ/Z おおきく考えよう　人生に役立つ哲学入門
ペーテル・エクベリ
／作

晶文社 F/ﾊ/1 守教　上 帚木 蓬生／著 新潮社

159/ｴ/ 笑われる勇気 蛭子 能収／著 光文社 F/ﾊ/2 守教　下 帚木 蓬生／著 新潮社

159.6/ｱ/ ラブダイエット　スイーツなしで体と心を満たす美の教科書
エリカ・アンギャル
／著

幻冬舎 F/ﾑ/ 百貨の魔法 村山 早紀／著 ポプラ社

159.7/ﾏ/ ５０代から実る人、枯れる人 松尾 一也／著 海竜社 F/ﾖ/1 吹上奇譚　第１話 吉本 ばなな／著 幻冬舎

210.4/ｶ/ 戦国おもてなし時代　信長・秀吉の接待術 金子 拓／著 淡交社 F/ﾜ/ 欺きの童霊　溝猫長屋祠之怪 輪渡 颯介／著 講談社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｂ２２　２０１８～１９　アルゼンチン チリ
地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド
・ビッグ社

914.6/ｻ/2 〆切本　２ 左右社編集部／編 左右社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｂ０４　２０１８～１９　サンフランシスコとシリコンバレー
地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド
・ビッグ社

914.6/ｼ/ 一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田 桃紅／著 幻冬舎

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｂ１４　２０１８～１９　ダラス ヒューストン デンバー
地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド
・ビッグ社

929.1/ﾊ/ ギリシャ語の時間　韓国文学のオクリモノ ハン ガン／著 晶文社

493.3/ｾﾞ/ 「ぜんそく」のことがよくわかる本　イラスト版　健康ライブラリー 松瀬 厚人／監修 講談社 G392.1/ﾋ/ 東京と神戸に核ミサイルが落ちたとき所沢と大阪はどうなる
（講談社＋α新書） 兵頭 二十八／著 講談社

495/ﾌ/ あなたも知らない女のカラダ　希望を叶える性の話 船曳 美也子／著 講談社 G491.7/ﾔ/ 抗生物質と人間　マイクロバイオームの危機　（岩波新書 新赤版） 山本 太郎／著 岩波書店

496.3/ｽﾞ/ 図解やさしくわかる目の病気　白内障、緑内障、加齢黄斑変性 小沢 忠彦／監修 ナツメ社 GF/ｱ/ 殺戮にいたる病　（講談社文庫） 我孫子 武丸／著 講談社

498.1/ｺ/ 病院のすべてがわかる！
コンパッソ税理士
法人／編 ナツメ社 GF/ｲ/Z 時めきたるは、月の竜王　竜宮輝夜記　（角川ビーンズ文庫） 糸森 環／著 KADOKAWA

498.5/ｲ/ 図解食卓の薬効事典　野菜・豆類・穀類５０種　健康双書 池上 文雄／著 農山漁村文化協会 GF/ｷ/ 太宰治の辞書　[円紫さんと私シリーズ]　（創元推理文庫 ） 北村 薫／著 東京創元社

548.3/ｶ/ 闘え！高専ロボコン　ロボットにかける青春 萱原 正嗣／著 ベストセラーズ GF/ｺ/ 微笑み返し　栄次郎江戸暦　（二見時代小説文庫） 小杉 健治／著 二見書房

592.7/ｶ/ 簡単！住まいのＤＩＹマニュアル タイル張り〈玄関・リビング・
キッチン・テーブル〉タイルやブリックで部屋をリノベーション！！

スタジオタック
クリエイティブ

GF/ｻ/ 浅き夢みし　吉原裏同心抄　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 佐伯 泰英／著 光文社

594.3/ｼﾞ/ ジャンボ針で編むニット小物とバッグ　マフラー、手袋、帽子＆バッグｅｔｃ．
極太糸でざくざく編む、ニット雑貨２９ emit／[ほか著] 学研プラス GF/ｻ/ ころころ手鞠ずし　居酒屋ぜんや　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 坂井 希久子／著 角川春樹事務所

596/ｳ/ 重ねて煮るだけ！おいしいおかず 牛尾 理恵／著 学研プラス GF/ｻ/ 斬！江戸の用心棒　（朝日文庫 朝日時代小説文庫） 佐々木 裕一／著 朝日新聞出版

596.4/ﾐ/ 科学的だからおいしい！お弁当のコツ　冷めても絶品＆失敗ゼロのレシピ 水島 弘史／著 日本文芸社 GF/ｻ/ 公家武者信平　消えた狐丸　（講談社文庫） 佐々木 裕一／著 講談社

626.9/ｲ/ 人気ブロガー・横着じいさんのかんたん水耕栽培決定版！ 伊藤 龍三／著 主婦と生活社 GF/ﾁ/ 塩の道　おれは一万石　（双葉文庫） 千野 隆司／著 双葉社

685.9/ﾆ/ 宅配クライシス 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 GF/ﾁ/ 雪華燃ゆ　上絵師律の似面絵帖　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 知野 みさき／著 光文社

726.6/ｺﾞ/Z 思い出した訪問　人生から取った物語
エドワード・
ゴーリー／著 河出書房新社 GF/ﾄ/ 姫夜叉　隠目付江戸秘帳　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 鳥羽 亮／著 光文社

756.8/ｵ/ 図説英国アンティークの世界　華麗なる英国貴族の遺産 　ふくろうの本 小野 まり／著 河出書房新社 GF/ﾅ/ 湯島天神坂 お宿如月庵へようこそ　（ポプラ文庫） 中島 久枝／著 ポプラ社

786.5/ﾛ/ ロードバイクを自在に操るための知識・技術・トレーニング
速く走るために知っておきたいこと、やるべきことがわかる！！

浅田 顕／監修 ナツメ社 GF/ﾎ/ 隼人始末剣　最強の本所方与力　書下ろし長編時代小説
（コスミック・時代文庫）

誉田 龍一／著 コスミック出版

言語 811/ｺ/ 図説日本の文字　ふくろうの本 今野 真二／著 河出書房新社 GF/ﾎ/ 泣き虫先生、棒手振りになる　手習い所純情控帳　（双葉文庫） 誉田 龍一／著 双葉社

F/ｱ/ 博多那珂川殺人事件　長編旅情推理　旅行作家・茶屋次郎の事件簿 梓 林太郎／著 祥伝社 GF/ﾏ/ 生きている理由　（講談社文庫） 松岡 圭祐／著 講談社

F/ｼ/ 千の扉 柴崎 友香／著 中央公論新社 GF/ﾏ/ 鷗外の婢　（光文社文庫 光文社文庫プレミアム） 松本 清張／著 光文社

F/ﾀ/ 花になるらん　明治おんな繁盛記 玉岡 かおる／著 新潮社 G933.7/ｺ/1 罪責の神々　上　リンカーン弁護士　（講談社文庫）
マイクル・コナリー
／著

講談社

F/ﾅ/0 教場　０　刑事指導官・風間公親 長岡 弘樹／著 小学館 G933.7/ｺ/2 罪責の神々　下　リンカーン弁護士　（講談社文庫）
マイクル・コナリー
／著

講談社
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