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288.4/ｲ/ 　池上彰の「天皇とは何ですか?」 池上 彰／著 PHP研究所 文学 F/ﾑ/ 　星をつなぐ手　桜風堂ものがたり 村山 早紀／著 PHP研究所

293/ｱ/22 　アールエスブイピー　No.22　2018　Summer
エイトノットアンド
カンパニー

GF/ｱ/6-Z 　獣医さんのお仕事in異世界　6　（アルファポリス文庫） 蒼空 チョコ／著 アルファポリス

302.2/ﾋ/ 　アゼルバイジャンを知るための67章 廣瀬 陽子／編著 明石書店 GF/ｱ/Z 　The MANZAI　十六歳の章 　（角川文庫） あさの あつこ／著 KADOKAWA

366.1/ｺ/
　ブラック企業から身を守る！
　会社員のための「使える」労働法

今野 晴貴／著 イースト・プレス GF/ｲ/20
　男泣き川　　剣客船頭 　20
　（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

稲葉 稔／著 光文社

369.2/ﾐ/ 　身近な人が障害をもったときの手続きのすべて 鈴木 四季／監修 自由国民社 GF/ｳ/ 　維新始末　（中公文庫） 上田 秀人／著 中央公論新社

371.4/ｾﾞ/Z 　学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 GF/ｶ/
　ねんねこ書房謎解き帖 文豪の尋ね人
　（実業之日本社文庫）

伽古屋 圭市／著 実業之日本社

375.2/ｵ/ 　ブラック校則 荻上 チキ／編著 東洋館出版社 GF/ｶ/2-4 　俠客　4　（徳間文庫 徳間時代小説文庫） 門田 泰明／著 徳間書店

407/ｵ/Z
　13歳からの研究倫理
　知っておこう!科学の世界のルール

大橋 淳史／著 化学同人 GF/ｷ/1
　悪女のゆめ
　十返舎一九あすなろ道中事件帖　１　 （双葉文庫）

木村 忠啓／著 双葉社

489.4/ｲ/ 　かぴばら 岩合 光昭／著 クレヴィス GF/ｻ/26-Z
　魔法科高校の劣等生　26
　インベージョン編 　（電撃文庫）

佐島 勤／著 KADOKAWA

491.3/ｶ/
　東京都健康長寿医療センター方式
　おいしく食べたい食べさせたい

井藤 英喜／監修 インターメディカ GF/ｼ/8-Z
　ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン　8

　フォース・スクワッド・ジャム　中 （電撃文庫）
時雨沢 恵一／著
川原 礫／原案・監修

KADOKAWA

493.7/ﾋ/
　私たちは生きづらさを抱えている
　発達障害じゃない人に伝えたい当事者の本音

姫野 桂／著 イースト・プレス GF/ｼ/9-Z 　りゅうおうのおしごと！　9　（GA文庫） 白鳥 士郎／著 SBクリエイティブ

495/ﾜ/ 　毒をかき出す足もみ大全 和智 惠子／著 宝島社 GF/ｽ/1 　突きの鬼一　1　（小学館文庫） 鈴木 英治／著 小学館

518.5/ﾓ/ 　新カドタ式生ごみでカンタン土づくり 門田 幸代／著 学研プラス GF/ｽ/2 　突きの鬼一　2　（小学館文庫） 鈴木 英治／著 小学館

538.6/ﾆ/ 　きちんと知りたい！ドローンメカニズムの基礎知識 鈴木 真二／監修 日刊工業新聞社 GF/ﾄ/43
　用心棒たちの危機
　はぐれ長屋の用心棒　43　（双葉文庫）

鳥羽 亮／著 双葉社

594.3/ﾊ/ 　人気の手編みざぶとん　決定版 橋本 真由子／著 朝日新聞出版 GF/ﾊ/27
　双面の旗本
　居眠り同心影御用　27　（二見時代小説文庫）

早見 俊／著 二見書房

産業 686.2/ﾀ/ 　エル特急大図鑑　45年79列車の軌跡 旅と鉄道編集部／編 天夢人 GF/ﾌ/ 　本所憑きもの長屋お守様　（宝島社文庫 このミス大賞） 福田 悠／著 宝島社

783.7/ｷ/ 　清原和博告白 清原 和博／著 文藝春秋 GF/ﾌ/1 　火盗改「剣組」　鬼神剣崎鉄三郎　（二見時代小説文庫） 藤 水名子／著 二見書房

793/ﾋ/ 　フラワーアレンジメントの基本メソッド 蛭田 謙一郎／著 誠文堂新光社 GF/ﾏ/3 　クリーピー クリミナルズ　（光文社文庫） 前川 裕／著 光文社

911.3/ﾅ/ 　夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業 夏井 いつき／著 PHP研究所 GF/ﾏ/3
　浜町様捕物帳　3
　子連れ武骨侍　（二見時代小説文庫）

牧 秀彦／著 二見書房

F/ｱ/ 　悪玉伝 朝井 まかて／著 KADOKAWA GF/ﾏ/1
　殺人行おくのほそ道　上
　（光文社文庫 光文社文庫プレミアム）

松本 清張／著 光文社

F/ﾀ/1 　新・水滸後伝　上巻 田中 芳樹／著 講談社 GF/ﾏ/2
　殺人行おくのほそ道　下
　（光文社文庫 光文社文庫プレミアム）

松本 清張／著 光文社

F/ﾀ/2 　新・水滸後伝　下巻 田中 芳樹／著 講談社 GF/ﾐ/ 　ポイズンドーター・ホーリーマザー　（光文社文庫） 湊 かなえ／著 光文社

F/ﾊ/1 　襲来　上 帚木 蓬生／著 講談社 GF/ﾕ/Z
　あやかし夫婦は眷属たちに愛を歌う。
　浅草鬼嫁日記 　５　（富士見L文庫）

友麻 碧／著 KADOKAWA

F/ﾊ/2 　襲来　下 帚木 蓬生／著 講談社 GF/ﾜ/2-Z 　はたらく魔王さま！SP　2　（電撃文庫） 和ケ原 聡司／著 KADOKAWA

F/ﾏ/ 　ツキマトウ　警視庁ストーカー対策室ゼロ係 真梨 幸子／著 KADOKAWA GF/ﾜ/3-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　3　（電撃文庫）

渡瀬 草一郎／著
川原 礫／原案・監修

KADOKAWA
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