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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 159/ｳ/ 魚を与えるのではなく、サカナの釣り方を教えよう 浦田 健／著 実業之日本社 949.7/ｴ/7 特捜部Q　7　自撮りする女たち
（HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS）

ユッシ・エーズラ・
オールスン／著

早川書房

204/ｳ/ 失敗だらけの人類史
ステファン・
ウェイア／著

日経ナショナル
ジオグラフィック社

F/ｲ/ 天の花　なでし子物語 伊吹 有喜／著 ポプラ社

288.4/ﾃ/ 祈りの旅　天皇皇后、被災地への想い 朝日新聞社会部／著 朝日新聞出版 F/ｵ/ 海馬の尻尾 荻原 浩／著 光文社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　D17　2018〜19　タイ
地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ｷ/ 路上のX 桐野 夏生／著 朝日新聞出版

291.3/ｲ/ 伊豆諸島・小笠原　（ブルーガイド てくてく歩き） 実業之日本社 F/ｼ/ 屋上　御手洗潔シリーズ　（講談社ノベルス） 島田 荘司／著 講談社

291.6/ﾋﾞ/ 琵琶湖・近江路　（ブルーガイド てくてく歩き） 実業之日本社 F/ｼ/2 朝鮮半島暴発　2　北朝鮮潜入作戦　（ヴィクトリーノベルス） 子竜 螢／著 電波社

291.9/ｲ/ 石垣・竹富・西表島　（ブルーガイド てくてく歩き） 実業之日本社 G051.6/ﾊ/ 『週刊文春』と『週刊新潮』　（PHP新書） 花田 紀凱／著 PHP研究所

291.9/ﾔ/ 屋久島・奄美　（ブルーガイド てくてく歩き） 実業之日本社 G210.4/ｱ/ 「本能寺の変」は変だ！435年目の再審請求　（文芸社文庫）
明智 憲三郎
／著

文芸社

338.8/ﾀ/ 税金がタダになる、おトクな「つみたてNISA」「一般NISA」活用入門 竹川 美奈子／著 ダイヤモンド社 G914.6/ｵ/ 卵を買いに　（幻冬舎文庫） 小川 糸／著 幻冬舎

361/ﾅ/ 広告で社会学 難波 功士／著 弘文堂 G914.6/ﾊ/ 河のほとりで　（文春文庫） 葉室 麟／著 文藝春秋

364/ﾜ/ 病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい「制度」と「お金」 脇 美由紀／著
ビジネス教育
出版社

G949.8/ｴ/ 迷路の少女　（ハヤカワ文庫 NV）
シッゲ・エクランド
／著

早川書房

367.7/ﾅ/ 70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本 永峰 英太郎／著 二見書房 GF/ｱ/ 泥棒教室は今日も満員　夫は泥棒、妻は刑事　（徳間文庫） 赤川 次郎／著 徳間書店

491.1/ﾔ/ 人間の未来AIの未来 山中 伸弥／著 講談社 GF/ｲ/ 桃太郎姫七変化　もんなか紋三捕物帳　（実業之日本社文庫） 井川 香四郎／著 実業之日本社

491.3/ｴ/1 人体ー神秘の巨大ネットワークー　1
NHKスペシャル人体
取材班／編

東京書籍 GF/ｲ/5 殿様推参　寅右衛門どの江戸日記　（文春文庫） 井川 香四郎／著 文藝春秋

493.7/ﾋ/ スマホゲーム依存症 樋口 進／著 内外出版社 GF/ｳ/ 御盾　斬馬衆お止め記 上　（徳間時代小説文庫） 上田 秀人／著 徳間書店

495.6/ｶ/ 「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実　（健康ライブラリー スペシャル） 河野 美香／著 講談社 GF/ｳ/ 破矛　斬馬衆お止め記 下　（徳間時代小説文庫） 上田 秀人／著 徳間書店

590/ｸ/25 暮らしのおへそ　Vol.25　習慣には、明日を変える力がある 主婦と生活社 GF/ｶ/24 白金南蛮娘殺人事件　耳袋秘帖　（文春文庫） 風野 真知雄／著 文藝春秋

594.3/ｱ/ 麻と綿で編む、まいにちのニット 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 GF/ｶ/5-Z ソードアート・オンラインプログレッシブ　5　（電撃文庫） 川原 礫／著 KADOKAWA

596.3/ｱ/ 漬けものレシピ 重信 初江／監修 朝日新聞出版 GF/ｷ/9 聖域　ブラディ・ドール　（ハルキ文庫） 北方 謙三／著 角川春樹事務所

596.3/ﾅ/ 季節の果実をめぐる114の愛で方、食べ方 中川 たま／著 日本文芸社 GF/ﾀ/ 筋読み　このミス大賞　（宝島社文庫） 田村 和大／著 宝島社

596/ｷ/ おいしい処方箋オリーブオイル・レシピ 北村 光世／著 世界文化社 GF/ﾂ/4 夏の雁　仕舞屋侍　（徳間時代小説文庫） 辻堂 魁／著 徳間書店

609/ﾀ/ 単位と記号パーフェクトガイド 単位と記号パーフェクト
ガイド編集チーム／編 誠文堂新光社 GF/ﾄ/5 兄妹剣士　隠目付江戸秘帳　（光文社時代小説文庫） 鳥羽 亮／著 光文社

686/ｸ/ テツ語辞典 栗原 景／文 誠文堂新光社 GF/ﾅ/ 雨に消えて　夏樹静子ミステリー短編傑作集　（光文社文庫） 夏樹 静子／著 光文社

706.9/ｳ/ 企画展だけじゃもったいない日本の美術館めぐり 浦島 茂世／著 G.B. GF/ﾆ/ 十津川警部「悪夢」通勤快速の罠　（光文社文庫） 西村 京太郎／著 光文社

754.9/ﾌ/ エコクラフトで作る大人スタイルのかごとバッグ 古木 明美／著 河出書房新社 GF/ﾊﾞ/ 幕末愚連隊　叛逆の戊辰戦争　（実業之日本社文庫） 幡 大介／著 実業之日本社

780.7/ﾀ/ 図解百歳まで歩く 田中 尚喜／著 幻冬舎 GF/ﾊ/20-Z 狼と香辛料　20　Spring Log 　3　（電撃文庫） 支倉 凍砂／著 KADOKAWA

796/ﾌ/ 四間飛車上達法 藤井 猛／著 浅川書房 GF/ﾎ/2 隼人始末剣　最強の本所方与力 大岡暗殺　（コスミック・時代文庫） 誉田 龍一／著 コスミック出版

文学 914.6/ﾊ/ 美女は天下の回りもの 林 真理子／著 マガジンハウス

芸術

文学

文庫
新書

歴史

社会
科学

自然
科学

技術

産業


