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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

014.1/ｳ/2 ちょっとマニアックな図書館コレクション談義　ふたたび 内野 安彦／編著 樹村房 593.3/ﾅ/ 今さら聞けない手芸の基礎がよくわかる！ポケットつけ 中嶌 有希／著 日東書院本社

021.2/ｲ/ 撮ってはいけない　知らないとあなたも犯罪者に！？
スマホ時代のルールとマナー

飯野 たから／著 自由国民社 596/ﾕ/ ゆでおき　買った食材あまった食材全部ゆでてストック！ 牧野 直子／監修 主婦の友社

159/ｱ/ アソビくるう人生をきみに。　好きなことを仕事にして、
遊ぶように生きる人生戦略

あんちゃ／著 KADOKAWA 596.2/ｼ/ おうちでおいしい基本の中華　実用Ｎｏ．１
フライパンで今すぐ！本格味

主婦の友社／編 主婦の友社

159.7/ｵ/ 若者がうらやましがる老人になってやろう 帯津 良一／著 海竜社 596.2/ﾊﾟ/ はじめてのベジタリアン南インド料理 ヘーマ・パレック／著 キラジェンヌ

172/ﾋ/ 日本の神様解剖図鑑　八百万の神々の起源・性格と
ご利益がマルわかり

平藤 喜久子／著 エクスナレッジ 596.6/ﾜ/ フライパンで作れるまあるいクッキーとタルトとケーキ 若山 曜子／著 ワニブックス

186.9/ﾙ/18 るるぶ四国八十八カ所　２０１８　るるぶ情報版 四国 JTBパブリッシング 596.7/ｹﾞ/ 北九州カフェ日和すてきなＣＡＦＥさんぽ 月刊はかた編集室／著 メイツ出版

210.7/ｼ/ サザエさんキーワード事典　戦後昭和の生活・文化誌 志田 英泉子／編著 春秋社 726.9/ﾏ/ ポストカードサイズのかわいいちぎり絵
コラージュみたいなちぎり絵！原寸図案集

丸田 ちひろ／著 産業編集センター

231/ｼ/3 ギリシア人の物語　３　新しき力 塩野 七生／著 新潮社 754.9/ｵ/ おりがみパズル　かんたんなパーツを組み合わせて作る
思いもよらない楽しい模様

大原 まゆみ／著 日本ヴォーグ社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｄ２２　２０１８〜１９
アンコール・ワットとカンボジア

地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

784.6/ｱ/ 浅田真央 私のスケート人生 浅田 真央／著 新書館

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｃ０３　２０１８〜１９
サイパン　ロタ＆テニアン

地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

902.3/ﾕ/ 名作なんか、こわくない 柚木 麻子／著 PHP研究所

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　Ｄ２０　２０１８〜１９　シンガポール 地球の歩き方編集室
／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｱ/ キネマの天使　レンズの奥の殺人者 赤川 次郎／著 講談社

291/ﾌﾞ/11 ブラタモリ　１１　初詣スペシャル成田山 目黒 浦安 水戸 香川
（さぬきうどん・こんぴらさん）

NHK「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA F/ｵ/ 魔女の封印 大沢 在昌／著 光文社

291/ﾌﾞ/12 ブラタモリ　１２　別府 神戸 奄美 NHK「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA F/ｵ/ 俺はエージェント 大沢 在昌／著 小学館

291.3/ﾙ/ るるぶ東京スカイツリータウン　るるぶ情報版 関東 JTBパブリッシング F/ﾄﾞ/ 絶望の歌を唄え 堂場 瞬一／著 角川春樹事務所

291.3/ﾙ/18 るるぶ茨城　’１８　大洗 水戸 笠間　るるぶ情報版 関東 JTBパブリッシング F/ﾆ/ 北のロマン 青い森鉄道線　十津川警部シリーズ 西村 京太郎／著 徳間書店

291.4/ﾙ/18 るるぶ福井　’１８　越前 若狭 恐竜博物館　るるぶ情報版 中部 JTBパブリッシング F/ﾑ/ バースデイ・ガール 村上 春樹／著 新潮社

291.6/ﾙ/18 るるぶ淡路島　’１８　鳴門　るるぶ情報版 近畿 JTBパブリッシング F/ﾕ/ 飼う人 柳 美里／著 文藝春秋

291.9/ｷ/19 季刊のぼろ　Ｖｏｌ．１９（２０１８冬）　九州・山口版
読者と選んだトンガリ山ｉｎ九州

西日本新聞社 LF/ｻ/1 身の上話　上　（大活字本シリーズ） 佐藤 正午／著 埼玉福祉会

291.9/ﾙ/18 るるぶ宮崎高千穂　’１８　日南えびの霧島　るるぶ情報版 九州 JTBパブリッシング LF/ｻ/2 身の上話　中　（大活字本シリーズ） 佐藤 正午／著 埼玉福祉会

291.9/ﾙ/18 るるぶ屋久島奄美種子島　’１８　るるぶ情報版 九州 JTBパブリッシング LF/ｻ/3 身の上話　下　（大活字本シリーズ） 佐藤 正午／著 埼玉福祉会

291.9/ﾙ/18 るるぶ佐賀呼子唐津有田嬉野　２０１８　るるぶ情報版 九州 JTBパブリッシング 914.6/ｷ/ ５０代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本 葉子／著 中央公論新社

291.9/ﾙ/19 るるぶ沖縄　’１９　るるぶ情報版 九州 JTBパブリッシング 914.6/ｿ/ 身辺整理、わたしのやり方　もの、お金、家、人づき合い、
人生の後始末をしていく

曽野 綾子／著 興陽館

302.1/ｼﾞ/ ＪＡＰＡＮ ＣＬＡＳＳ　ニッポン人って、つくづくラッキーだな！ ジャパンクラス編集部
／編

東邦出版 914.6/ﾐ/ 緑の庭で寝ころんで 宮下 奈都／著 実業之日本社

366.1/ﾂ/ ８時間働けばふつうに暮らせる社会を　働くルールの国際比較 ２ 筒井 晴彦／著 学習の友社 GF/ｵ/ 影武者捜し　北町影同心　（二見時代小説文庫） 沖田 正午／著 二見書房

382.1/ﾄ/ おもしろ文明開化百一話　教科書に載っていない明治風俗逸話集 鳥越 一朗／著 ユニプラン GF/ｼ/ 新鮮ＴＨＥどんでん返し　（双葉文庫） 青柳 碧人／著 双葉社

388.1/ﾊ/2 福岡の怖い話　２ 濱 幸成／著 TOブックス GF/ｼﾞ/8-Z カゲロウデイズ　８　ｓｕｍｍｅｒ ｔｉｍｅ ｒｅｌｏａｄ
　（ＫＣＧ文庫）

じん(自然の敵Ｐ)／著 KADOKAWA

450.4/ﾛ/ 世界でいちばん素敵な地球の教室 円城寺 守／監修 三才ブックス GF/ﾄﾞ/ 時限捜査　（集英社文庫） 堂場 瞬一／著 集英社

490.1/ﾐ/ 安楽死を遂げるまで 宮下 洋一／著 小学館 GF/ﾈ/ 猫だまりの日々　猫小説アンソロジー　（集英社オレンジ文庫） 谷 瑞恵／著 集英社

498.3/ｼ/ 臨終医は見た！「いのち」の奇跡　６０歳からの
“人生の岐路”に効く、生命力の磨き方

志賀 貢／著 インプレス GF/ﾊ/2 野望の埋火　下　居眠り同心影御用　（二見時代小説文庫） 早見 俊／著 二見書房

509.6/ｵ/ ５Ｓの基本が面白いほど身につく本　ポイント図解　改訂版 大西 農夫明／著 KADOKAWA GF/ﾜ/18-Z はたらく魔王さま！　１８　（電撃文庫） 和ケ原 聡司／著 KADOKAWA

584.7/ｲ/ 大切な靴と長くつきあうための靴磨き・手入れがよくわかる本
様々な素材・加工・デザイン・用途別特徴と取り扱い方を紹介

飯野 高広／著 池田書店 GF/ﾜ/2-Z ソードアート・オンラインオルタナティブ クローバーズ・
リグレット　２　（電撃文庫）

川原 礫／原案・監修 KADOKAWA

技術

芸術

総記

哲学

歴史

社会
科学

自然
科学

技術

文学

文庫
新書


