
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 019.9/ﾗ/ 　NO BOOK NO LIFE 雷鳥社／編 雷鳥社 910.2/ﾑ/ 　村上春樹語辞典 ナカムラ クニオ／著 誠文堂新光社

哲学 159/ﾆ/
　東大式習慣
　「ゲーム化」でラクラク身につく<最強の効率術>

西岡 壱誠／著 扶桑社 F/ﾌ/ 　彼女の恐喝 藤田 宜永／著 実業之日本社

209.6/ﾍﾞ/ 　世界から消えた50の国　1840-1975年
ビョルン・ベルゲ
／著

原書房 F/ﾏ/
　跡を消す
　特殊清掃専門会社デッドモーニング

前川 ほまれ／著 ポプラ社

288.1/ｵ/ 　日本人の名前の歴史 奥富 敬之／著 吉川弘文館
943.7/

ｷﾞ/Z 　黒の扉は秘密の印　第二の夢の書
ケルスティン・
ギア／著

東京創元社

290.9/
ﾁ/10

　地球の歩き方aruco　10
　ホーチミン  最新2019-20

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

991.7/ｲ/ 　方言でたのしむイソップ物語 イソップ／著 平凡社

291/ﾎ/ 　鳥瞰図！ 本渡 章／著 140B
G210.5/

ｵ/ 　公家たちの幕末維新　（中公新書） 刑部 芳則／著 中央公論新社

302.2/
ｲ/Z 　図解でわかる14歳から知っておきたい中国 北村 豊／監修 太田出版 GF/ｱ/Z

　生徒会の周年　碧陽学園生徒会黙示録　９
　（富士見ファンタジア文庫）

葵 せきな／著 KADOKAWA

324.6/ﾖ/ 　よくわかる！成年後見のしくみと利用法
しんきん成年後見
サポート／監修

ナツメ社 GF/ｲ/1 　くらまし屋稼業　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 今村 翔吾／著 角川春樹事務所

371.4/ｵ/
　学校は行かなくてもいい
　親子で読みたい「正しい不登校のやり方」

小幡 和輝／著 健康ジャーナル社 GF/ｶ/3 　猫でござる　3　（双葉文庫） 柏田 道夫／著 双葉社

481.3/ﾄﾞ/ 　どうぶつのおちんちん学 浅利 昌男／監修 緑書房 GF/ｶ/Z
　心霊探偵八雲
　ANOTHER FILES嘆きの人形 （角川文庫）

神永 学／著 KADOKAWA

481.9/ｺ/ 　子どもと一緒に覚えたい毒生物の名前
ふじのくに地球環境史
ミュージアム／監修 マイルスタッフ GF/ｷ/12

　たとえ朝が来ても
　ブラディ・ドール 12　（ハルキ文庫）

北方 謙三／著 角川春樹事務所

493.1/ﾜ/ 　疲労と回復の科学 渡辺 恭良／著 日刊工業新聞社 GF/ｺ/42
　夢の浮橋　（祥伝社文庫）
　風烈廻り与力・青柳剣一郎　42

小杉 健治／著 祥伝社

495.6/ｶ/
　選べなかった命
　出生前診断の誤診で生まれた子

河合 香織／著 文藝春秋 GF/ｻ/7
　激突
　帳尻屋仕置　7　（双葉文庫）

坂岡 真／著 双葉社

498.3/ｻ/ 　もーっとずぼらヨガ 崎田 ミナ／著 飛鳥新社 GF/ｼ/ 　チェンジ！　（ハルキ文庫） 柴田 よしき／著 角川春樹事務所

技術 594.2/ｲ/ 　いちばんやさしい犬刺しゅう
Minako Chiba
／著

エクスナレッジ GF/ｼ/3
　親子たい焼き
　江戸菓子舗照月堂　３　（ハルキ文庫 時代小説文
庫）

篠 綾子／著 角川春樹事務所

産業 627.8/ｲ/ 　部屋で楽しむ小さな苔の森 石河 英作／著 家の光協会 GF/ﾁ/4
　巡る桜　（光文社文庫 光文社時代小説文庫）
　上絵師律の似面絵帖

知野 みさき／著 光文社

726.1/
ﾏ/1-Z 　犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい　1 松本 ひで吉／著 講談社 GF/ﾄ/ 　鶴亀横丁の風来坊　（講談社文庫） 鳥羽 亮／著 講談社

763.2/
ｵ/18 　初心者のピアノ基礎教本　2018 岡 素世／編著 自由現代社(発売) GF/ﾄﾞ/8

　脅迫者
　警視庁追跡捜査係 　8（ハルキ文庫）

堂場 瞬一／著 角川春樹事務所

778.4/ﾂ/
　顔に魅せられた人生
　特殊メイクから現代アートへ

辻 一弘／著 宝島社 GF/ﾅ/3
　ふたたびの虹 （光文社文庫 光文社時代小説文庫）
  日本橋牡丹堂菓子ばなし  3

中島 久枝／著 光文社

780.1/ｽ/ 　女性アスリートの教科書 須永 美歌子／著 主婦の友社 GF/ﾉ/1 　師弟　 新・軍鶏侍　（祥伝社文庫） 野口 卓／著 祥伝社

786.3/ﾀ/ 　楽しむ！極める！キャンプ完全ガイド 木村 東吉／監修 西東社 GF/ﾏ/ 　影の車　（光文社文庫 光文社文庫プレミアム） 松本 清張／著 光文社

796/ｱ/ 　「観る将」もわかる将棋用語ガイド 青野 照市／著 創元社 GF/ﾖ/2 　一行怪談　2　（PHP文芸文庫） 吉田 悠軌／著 PHP研究所

796/ｾ/
　うつ病九段
　プロ棋士が将棋を失くした一年間

先崎 学／著 文藝春秋
G914.6/

ｿ/ 　人生の値打ち　（ポプラ新書） 曽野 綾子／著 ポプラ社

言語 814/ｵ/ 　くらべてわかるオノマトペ 小野 正弘／著 東洋館出版社
G918.6/

ﾜ/ 　星の文学館　（ちくま文庫） 和田 博文／編 筑摩書房

G918.6
/ﾜ/ 　月の文学館　（ちくま文庫） 和田 博文／編 筑摩書房
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