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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

総合 007.6/ﾀ/ いまどきパソコン&Windows 10は
こんなふうにできている

唯野 司／著 技術評論社 産業 686.2/ﾀ/ 夜行列車よ永遠に
旅と鉄道編集部
／編

天夢人

116/ｷ/Z 一流の考え方が身につく思考実験ビギナーズ 北村 良子／著 宝島社 723/ﾏ/ マンガでわかる「西洋絵画」のモチーフ 池上 英洋／監修 誠文堂新光社

159/ｸ/ 「若者」をやめて、「大人」を始める 熊代 亨／著 イースト・プレス 796/ﾊ/ 羽生善治の将棋辞典 羽生 善治／著 河出書房新社

159/ﾀ/ 一〇一歳の習慣 高橋 幸枝／著 飛鳥新社 914.5/ﾊ/ 定本実録大江戸奇怪草子 花房 孝典／著 天夢人

167/ﾓ/ お隣りのイスラーム 森 まゆみ／著 紀伊國屋書店 914.6/ﾌ/ 常識は凡人のもの　管見妄語 藤原 正彦／著 新潮社

210.2/ｲ/ 国宝「火焰型土器」の世界 笹山遺跡 石原 正敏／著 新泉社 916/ｵ/ ペコロスの母の忘れもの 岡野 雄一／著 朝日新聞出版

210.2/ｳ/ 徳島の土製仮面と巨大銅鐸のムラ 矢野遺跡 氏家 敏之／著 新泉社 916/ﾄ/ 親の介護をはじめたらお金の話で泣き見てばかり 鳥居 りんこ／著
ダイヤモンド・
ビッグ社

210.2/ﾜ/ 出雲王と四隅突出型墳丘墓 西谷墳墓群 渡辺 貞幸／著 新泉社 F/ｱ/ 松本・梓川殺人事件　（KAPPA NOVELS） 梓 林太郎／著 光文社

210/ﾍ/2 日本史モノ事典　続 平凡社／編 平凡社 F/ｱ/ 雲上雲下 朝井 まかて／著 徳間書店

289.1/ﾉ/ あの世に持っていくにはもったいない
陳平ここだけの話

野末 陳平／著 青春出版社 F/ｸ/ 祝葬 久坂部 羊／著 講談社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　B09　2018〜19　ラスベガス 地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ﾐ/ 三国志名臣列伝　後漢篇 宮城谷 昌光／著 文藝春秋

290.9/ﾁ/33 地球の歩き方aruco　33　最新2018-19　サイパン 地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

F/ﾔ/ 牛天神　損料屋喜八郎始末控え 山本 一力／著 文藝春秋

291.9/ﾜ/ 福岡穴場観光 Y氏／著 書肆侃侃房 G159.7/ﾎﾞ/2 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう　続
（文春新書）

池田 理代子／著 文藝春秋

376.1/ｷ/ 季節や行事で楽しむかわいい壁面かざり12か月 学研プラス G209.7/ｲ/ 池上彰の世界から見る平成史　（角川新書） 池上 彰／著 KADOKAWA

388.8/ﾄ/ ことわざのタマゴ 時田 昌瑞／著 朝倉書店 G591/ｵ/ 老前破産　（朝日新書） 荻原 博子／著 朝日新聞出版

429.6/ﾔ/ トコトンやさしい宇宙線と素粒子の本 山崎 耕造／著 日刊工業新聞社 G681.3/ｺ/ 高齢ドライバー　（文春新書） 所 正文／著 文藝春秋

490.9/ｲ/ カラダを考える東洋医学 伊藤 剛／著 朝日新聞出版 G783.7/ﾀ/ プロ野球と鉄道　新幹線開業で大きく変わったプロ野球
（交通新聞社新書）

田中 正恭／著 交通新聞社

493.7/ｼﾞ/ 自傷・自殺のことがわかる本 松本 俊彦／監修 講談社 G910.2/ﾏ/ 松本清張「隠蔽と暴露」の作家　（集英社新書） 高橋 敏夫／著 集英社

537.9/ﾋ/ ツウになる！トラックの教本 広田 民郎／著 秀和システム GF/ｱ/8 抜け荷大名　剣客大名柳生俊平　（二見時代小説文庫） 麻倉 一矢／著 二見書房

590/ﾐ/ ひとり暮らしの教科書 mini+SPRiNG
編集部／著

宝島社 GF/ｲ/4 鬼煙管　羽州ぼろ鳶組　（祥伝社文庫） 今村 翔吾／著 祥伝社

593.8/ﾔ/ 落語家と楽しむ男着物 矢内 裕子／著 河出書房新社 GF/ｵ/8 哀歌　新・剣客太平記　（時代小説文庫） 岡本 さとる／著 角川春樹
事務所

594.2/ｱ/ 一目刺しの刺し子のふきん 安蒜 綾子／著 主婦と生活社 GF/ｷ/6 闇奉行化狐に告ぐ　（祥伝社文庫） 喜安 幸夫／著 祥伝社

594.3/ﾛ/ 夏のかぎ針あみこもの Ronique／著 文化学園
文化出版局

GF/ｻ/2 逃げた名馬　公家武者信平 2　（講談社文庫） 佐々木 裕一／著 講談社

594.8/ﾌ/ 普段使いが可愛い小さな布花コサージュ 藤本 裕美／著 産業編集センター GF/ﾁ/3 紫の夢　おれは一万石　（双葉文庫） 千野 隆司／著 双葉社

594/ｱ/ 毎日を、自分らしくよそおう
手作りアクセサリーDELUXE！

朝日新聞出版
／編著

朝日新聞出版 GF/ﾄ/7 闇姫変化　駆込み宿影始末　（講談社文庫） 鳥羽 亮／著 講談社

594/ﾊ/ ハンドメイドアクセサリーはじめてブック 学研プラス GF/ﾅ/4 金曜日の本屋さん　4　冬のバニラアイス 　（ハルキ文庫） 名取 佐和子／著 角川春樹事務所

595.5/ﾒ/ メイク大全 高松 由佳／監修 成美堂出版 GF/ﾆ/ 十津川警部　幻覚　（講談社文庫） 西村 京太郎／著 講談社

596/ｳ/ ウー・ウェンのごちそうおかず92 ウー ウェン／著 家の光協会 GF/ﾌ/4 名無し　新・知らぬが半兵衛手控帖　（双葉文庫） 藤井 邦夫／著 双葉社

596/ｼﾞ/ 超簡単なので自炊やってみた。 自炊研究会／編 家の光協会 GF/ﾎ/4 泣き虫先生、父になる　手習い所純情控帳　（双葉文庫） 誉田 龍一／著 双葉社

627.5/ﾀ/ 見る、育てる、味わう五感で楽しむ蓮図鑑 高畑 公紀／著 淡交社 GF/ﾜ/9 髪結の亭主　9　炎の紅襷　（時代小説文庫） 和久田 正明／著 角川春樹事務所

675/ｱ/ 売り方は1枚のピザが教えてくれる 安部 徹也／著 総合法令出版
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