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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

総記 007.6/ﾀ/ 　試して理解Linuxのしくみ 武内 覚／著 技術評論社 F/ﾆ/ 　奏弾室 仁木 英之／著 徳間書店

290.9/ﾁ/ 　地球の歩き方　A16　ベルリンと北ドイツ  2018〜19  地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 F/ﾆ/Z 　悲終伝 西尾 維新／著 講談社

290.9/ﾁ/6 　地球の歩き方aruco　6　ロンドン  2018～19  地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 F/ﾆ/ 　十津川警部九州観光列車の罠 西村 京太郎／著 集英社

291.2/ﾙ/19 　るるぶ岩手　'19 JTBパブリッシング F/ﾆ/ 　日本遺産に消えた女　十津川警部シリーズ 西村 京太郎／著 徳間書店

291.2/ﾙ/19 　るるぶ秋田　'19 JTBパブリッシング F/ﾊ/ 　雨と詩人と落花と 葉室 麟／著 徳間書店

291.4/ﾙ/19 　るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷　'19 JTBパブリッシング F/ﾊ/15-Z 　都会(まち)のトム&ソーヤ　15　エアポケット はやみね かおる／著 講談社

291.6/ﾙ/19 　るるぶ大阪ベスト　'19 JTBパブリッシング F/ﾊ/ 　穢れ舌 原 宏一／著 KADOKAWA

291.9/ｷ/20 　季刊のぼろ　Vol.20(2018春) 西日本新聞社 F/ﾊ/ 　スイート・ホーム 原田 マハ／著 ポプラ社

302.2/ﾏ/ 　オマーンを知るための55章 松尾 昌樹／編著 明石書店 F/ﾔ/ 　安土唐獅子画狂伝　狩野永徳 谷津 矢車／著 徳間書店

318.1/ｶ/ 　地方自治法基本解説　第7版 川崎 政司／著 法学書院 F/ﾕ/13 　キマイラ　13　堕天使変 夢枕 獏／著 朝日新聞出版

404/ｵ/ 　ここが一番おもしろい理系の話 おもしろサイエンス学会／編 青春出版社 F/ﾖ/ 　雪割草 横溝 正史／著 戎光祥出版

490.4/ｴ/ 　闇に魅入られた科学者たち NHK「フランケンシュタインの
誘惑」制作班／著

NHK出版 914.6/ｻ/ 　酒の渚 さだ まさし／著 幻冬舎

493.1/ｼ/ 　膠原病　　（よくわかる最新医学） 三森 明夫／監修 主婦の友社 914.6/ﾋ/ 　最後まで、あるがまま行く 日野原 重明／著 朝日新聞出版

493.3/ｳ/ 　誤嚥性肺炎が怖かったら「のど上げ体操」をしなさい 浦長瀬 昌宏／著 時事通信出版局 G007.1/ﾐ/Z
　高校生のためのゲームで考える人工知能
　（ちくまプリマー新書）

三宅 陽一郎／著 筑摩書房

498.3/ｻ/ 　記憶力を鍛える齋藤孝式「呼吸法」 齋藤 孝／著 秀和システム G498.9/ｳ/ 　法医学事件簿　（中公新書ラクレ） 上野 正彦／著 中央公論新社

588/ｱ/ 　今日からできるムスリム対応 阿良田 麻里子／著 講談社 GF/ｱ/6-Z 　幻想古書店で珈琲を　6　それぞれの逡巡 （ハルキ文庫） 蒼月 海里／著 角川春樹事務所

593.3/ｱ/ 　CHECK&STRIPE北欧てづくり散歩 在田 佳代子／著 集英社 GF/ｱ/21-Z 　されど罪人は竜と踊る　21　天への落日 （ガガガ文庫） 浅井 ラボ／著 小学館

593.3/ﾎﾞ/ 　10の型紙で着回す毎日の服 帽子 千秋／著 文化学園文化出版局 GF/ｲ/19 　永代橋の乱　剣客船頭 19（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 稲葉 稔／著 光文社

594.3/ｱ/ 　麻糸で編むバッグとこもの 朝日新聞出版／編集 朝日新聞出版 GF/ｵ/ 　女ともだち　（文春文庫） 村山 由佳／著 文藝春秋

596/ｳ/
　冷たいフライパンに食材を入れてから火にかける
　コールドスタート

上田 淳子／[著] 自由国民社 GF/ｶ/2-Z
　京都伏見のあやかし甘味帖　2
　花散る、恋散る、鬼探し（宝島社文庫）

柏 てん／著 宝島社

596/ｺ/ 　ハワイ行ったらこれ食べよう! こにし なおこ／編 誠文堂新光社 GF/ｶ/10-3-Z 　境界線上のホライゾン　10下（電撃文庫 GENESISシリーズ） 川上 稔／著 KADOKAWA

754.9/ｼ/ 　活発脳をつくる60歳からのおりがみ 古賀 良彦／監修 主婦の友社 GF/ｻ/3
　秋霖やまず　吉原裏同心抄　３
　（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

佐伯 泰英／著 光文社

772.1/ｶ/ 　真実 梶 芽衣子／著 文藝春秋 GF/ｻ/24-Z 　魔法科高校の劣等生　24　エスケープ編　上（電撃文庫） 佐島 勤／著 KADOKAWA

786/ｿ/ 　ブッシュクラフト入門 相馬 拓也／著 山と溪谷社 GF/ﾀ/4 　鯖猫長屋ふしぎ草紙　4　（PHP文芸文庫） 田牧 大和／著 PHP研究所

910.2/ﾌﾞ/Z 　文豪ナンバーワン決定戦 福田 和也／監修 宝島社 GF/ﾄﾞ/9 　闇の叫び　アナザーフェイス　9（文春文庫） 堂場 瞬一／著 文藝春秋

F/ｱ/ 　ぼくがきみを殺すまで あさの あつこ／著 朝日新聞出版 GF/ﾄ/3 　蟷螂の男　八丁堀「鬼彦組」激闘篇　３（文春文庫） 鳥羽 亮／著 文藝春秋

F/ｴ/ 　江國香織童話集 江國 香織／著 理論社 GF/ﾊ/4 　無敵の殿様　4　大御所まかり通る（コスミック・時代文庫 ） 早見 俊／著 コスミック出版

F/ｺ/ 　死の島 小池 真理子／著 文藝春秋 GF/ﾊ/ 　ブリザード　D6犯罪予防捜査チーム（光文社文庫） 早見 俊／著 光文社

F/ﾄ/11-Z 　ログ・ホライズン　11　クラスティ、タイクーン・ロード 橙乃 ままれ／著 KADOKAWA GF/ﾕ/Z
　あやかし夫婦は君の名前をまだ知らない。
　浅草鬼嫁日記　4（富士見L文庫）

友麻 碧／著 KADOKAWA

GF/ﾖ/5 　まひるまの星　紅雲町珈琲屋こよみ　５（文春文庫） 吉永 南央／著 文藝春秋
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