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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

哲学 175.9/ﾄ/ 日本の神社さんぽ 戸部 民夫／著 エクスナレッジ 文学 F/ﾜ/ 意識のリボン 綿矢 りさ／著 集英社

291/ﾋ/ 読みたくなる「地図」　西日本編 平岡 昭利／編 海青社 G327.6/ｱ/ きょうも傍聴席にいます　（幻冬舎新書）
朝日新聞社会部
／著

幻冬舎

292.3/ﾏ/ 旅の賢人たちがつくったタイ旅行最強ナビ
丸山ゴンザ
レス／編

辰巳出版 G327.6/ﾀ/ 暴走老人・犯罪劇場　（新書y） 高橋 ユキ／著 洋泉社

324.7/ｴ/ 残される母親が安心して暮らすための手続のすべて
えがお相続
相談室／著

秀和システム G338.1/ﾆ/ ずば抜けた結果の投資のプロだけが
気づいていること　（幻冬舎新書）

苦瓜 達郎／著 幻冬舎

329.3/ｲ/ 「国境なき医師団」を見に行く
いとう
せいこう／著

講談社 G914.6/ﾓ/ つぶさにミルフィーユ　The cream of the notes
（講談社文庫）

森 博嗣／著 講談社

376.1/ｲ/17 使える！保育のあそびネタ集室内あそび50　2017 井上 明美／編著
自由現代社
(発売)

GF/ｱ/2-Z 華舞鬼町おばけ写真館　2　路面電車ともちもち塩大福
（角川ホラー文庫）

蒼月 海里／著
KADO
KAWA

自然
科学 498.5/ﾌ/Z 食べるってどんなこと?　あなたと考えたい命のつながりあい 古沢 広祐／著 平凡社 GF/ｲ/ 守銭奴　もんなか紋三捕物帳　（徳間時代小説文庫） 井川 香四郎／著 徳間書店

527.1/ｷ/ 住みたい間取り　自分でつくる快適空間 木村 文雄／著
日刊工業
新聞社

GF/ｲ/24 鬼平犯科帳　24　特別長篇　誘拐　（文春文庫） 池波 正太郎／著 文藝春秋

596.2/ｴ/ パリ在住の料理人が教えるフライパンでできる
本格フレンチレシピ

えもじょわ／著
KADO
KAWA

GF/ｲ/3 浪人奉行　3ノ巻　（双葉文庫） 稲葉 稔／著 双葉社

596.7/ｶ/ もう一杯だけ飲んで帰ろう。 角田 光代／著 新潮社 GF/ｳ/ 忖度　百万石の留守居役　（講談社文庫） 上田 秀人／著 講談社

596/ﾔ/ 酔っぱらってても作れる10分おつまみ 山脇 りこ／著
KADO
KAWA

GF/ｶ/3 殺生伝　3　封魔の鎚　（幻冬舎文庫） 神永 学／著 幻冬舎

702.1/ｸ/ もっと知りたい仁和寺の歴史 久保 智康／著 東京美術 GF/ｶ/9 隠密味見方同心　9　殿さま漬け　（講談社文庫） 風野 真知雄／著 講談社

723.1/ｸ/ もっと知りたい熊谷守一
池田 良平／
監修・著

東京美術 GF/ｺ/ 夜叉の涙　風烈廻り与力・青柳剣一郎
（祥伝社文庫）

小杉 健治／著 祥伝社

743.5/ｲ/ 夕景・夜景撮影の教科書 岩崎 拓哉／著 技術評論社 GF/ｻ/23 鬼役　23　寵臣　（光文社時代小説文庫） 坂岡 真／著 光文社

748/ｺ/ わらういきもの 松阪 崇久／監修 エクスナレッジ GF/ｽ/ 隠し湯の効　口入屋用心棒　（双葉文庫） 鈴木 英治／著 双葉社

913.7/ｶ/ もし文豪たちがカップ焼きそばの
作り方を書いたら青のりMAX

神田 桂一／著 宝島社 GF/ﾀ/2 神様の棲む診療所　2　（双葉文庫） 竹村 優希／著 双葉社

914.6/ﾀ/ ダンナの骨壺　幻の随筆集 高峰 秀子／著
河出書房
新社

GF/ﾀ/5-Z 異人館画廊　5　失われた絵と学園の秘密
（集英社オレンジ文庫）

谷 瑞恵／著 集英社

916/ﾋ/ インパール作戦従軍記 火野 葦平／著 集英社 GF/ﾄ/ 上意　孫連れ侍裏稼業　（幻冬舎時代小説文庫） 鳥羽 亮／著 幻冬舎

933.7/ﾁ/ 水底の女 レイモンド・
チャンドラー／著 早川書房 GF/ﾄ/ 居酒屋恋しぐれ　はぐれ長屋の用心棒　（双葉文庫） 鳥羽 亮／著 双葉社

949.8/ﾐ/5-1 ミレニアム　5　上　復讐の炎を吐く女 早川書房 GF/ﾊ/ 烏合　（幻冬舎文庫） 浜田 文人／著 幻冬舎

949.8/ﾐ/5-2 ミレニアム　5　下　復讐の炎を吐く女 早川書房 GF/ﾕ/3 Bの戦場　3　さいたま新都心ブライダル課の果断
（集英社オレンジ文庫）

ゆきた 志旗／著 集英社

F/ｺ/ 道標　東京湾臨海署安積班 今野 敏／著
角川春樹
事務所

GF/ﾕ/3-1-Z レアリア　3　運命の石　前篇　（新潮文庫nex） 雪乃 紗衣／著 新潮社

F/ｼ/ 駐在日記 小路 幸也／著
中央公論
新社

GF/ﾕ/3-2-Z レアリア　3　運命の石　後篇　（新潮文庫nex） 雪乃 紗衣／著 新潮社

F/ｾ/ いのち 瀬戸内 寂聴／著 講談社 GF/ﾖ/ 新・深川鞘番所　（祥伝社文庫） 吉田 雄亮／著 祥伝社

F/ﾀ/ 白磁海岸 高樹 のぶ子／著 小学館 GF/ﾘ/ ブルーブラッド　警視庁特別取締官　（朝日文庫） 六道 慧／著
朝日新聞
出版

F/ﾆ/Z 十二大戦対十二大戦 西尾 維新／小説 集英社 GF/ﾜ/ 南蛮菓子　料理人季蔵捕物控　（ハルキ文庫） 和田 はつ子／著
角川春樹
事務所

F/ﾓ/ 森家の討ち入り 諸田 玲子／著 講談社

文庫
新書

歴史

自然
科学

技術

芸術

文学


