
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/ｵ/ 　今すぐ使えるかんたんWindows 10　改訂4版 オンサイト／著 技術評論社 F/ｱ/ 　ぼくは朝日 朝倉 かすみ／著 潮出版社

116/ﾅ/ それゆけ！論理さん　大人のための学習マンガ 仲島 ひとみ／著 筑摩書房 F/ｲ/ 　フーガはユーガ 伊坂 幸太郎／著 実業之日本社

180.4/ｱ/ 　気になる仏教語辞典 麻田 弘潤／著 誠文堂新光社 F/ｸ/ 　流砂 黒井 千次／著 講談社

290.9/ｺ/ 　週末海外　頑張る自分に、ご褒美旅を 小林 希／著 ワニブックス F/ｺ/ 　まれびとパレード 越谷 オサム／著 KADOKAWA

291.3/ﾆ/
　日光・戦場ケ原・奥鬼怒
　ブルーガイド てくてく歩き    第9版

実業之日本社 F/ﾀ/ 　戒名探偵卒塔婆くん 高殿 円／著 KADOKAWA

291.9/
ﾙ/19

　るるぶ九州ベスト　'19 JTBパブリッシング F/ﾂ/ 　東京輪舞（ロンド） 月村 了衛／著 小学館

302.1/ｼﾞ/
　JAPAN CLASS
　オレたちはニッポンに追いつけるのか！？

ジャパンクラス
編集部／編

東邦出版 F/ﾄﾞ/ 　白いジオラマ 堂場 瞬一／著 中央公論新社

351/ﾄ/
　統計でふりかえる平成日本の30年
　あらゆるデータ統計から見た“ニッポンの真実”

双葉社 F/ﾐ/9 　野の春　流転の海　第9部 宮本 輝／著 新潮社

365/ﾛ/ 　あやしい催眠商法だましの全手口 ロバート・熊／著 自由国民社 F/ﾑ/ 　エリザベスの友達 村田 喜代子／著 新潮社

366.3/ﾑ/
　ここからセクハラ！
　アウトがわからない男、もう我慢しない女

牟田 和恵／著 集英社 914.6/ｲ/8 　大人の流儀　8　誰かを幸せにするために 伊集院 静／著 講談社

386.1/ｸ/
　日本の祭り解剖図鑑
　その起源と日本人の信仰がマルわかり

久保田 裕道／著 エクスナレッジ 914.6/ｳ/ 　牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 内館 牧子／著 主婦の友社

498.3/ｶ/ 　かかと落としで血糖値、血圧が下がる！ マキノ出版 917/ﾀﾞ/ 　太宰治の絶望語録 太宰 治／著 WAVE出版

498.3/ﾏ/ 　足裏を鍛えれば死ぬまで歩ける！ 松尾 タカシ／著 池田書店 933.7/ﾃﾞ/
　ブラック・スクリーム
　リンカーン・ライムシリーズ　13

ジェフリー・
ディーヴァー／著

文藝春秋

518.2/ｲ/
　町自慢、マンホール蓋700枚。
　新・デザインマンホール100選

池上 修／著 論創社 GF/ｱ/1
　家光の遺言　けんか中納言光圀　１
　（徳間文庫 徳間時代小説文庫）

麻倉 一矢／著 徳間書店

583.9/ﾂ/2 　つくって楽しむわら工芸　2　しめ飾りと生活用具 農山漁村文化協会 GF/ｱ/11-Z
　よろず占い処陰陽屋秋の狐まつり
　よろず占い処陰陽屋シリーズ　11（ポプラ文庫ピュアフル）

天野 頌子／著 ポプラ社

593.8/ｼ/
　よくわかる
　スカーフ、ストール＆マフラーの巻き方バイブル

主婦の友社／編 主婦の友社 GF/ｵ/3
　姫の一分　若鷹武芸帖　３
　（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

岡本 さとる／著 光文社

594/ﾃ/
　身近なもので作るハンドメイドレク
　100歳まで元気！リサイクルで楽しい生活を

寺西 恵里子／著 朝日新聞出版 GF/ｶ/3
　たぬき芸者　大江戸落語百景　３
　（徳間文庫 徳間時代小説文庫）

風野 真知雄／著 徳間書店

596.3/ｻ/ 　じゃがいも・ブック 坂田 阿希子／著 東京書籍 GF/ｻ/
　泣く女　ひなた屋おふく
　（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

坂岡 真／著 光文社

596/ﾀ/ 　休日が楽しみになる昼ごはん 小田 真規子／料理 文響社 GF/ｼ/2 　初春の雪　絵草紙屋万葉堂　２　（小学館文庫） 篠 綾子／著 小学館

597.5/ｶ/
　気がつけば、ずっと無印良品でした。
　梶ケ谷家の整理収納レシピ

梶ケ谷 陽子／著 G.B. GF/ｼ/2
　スマホを落としただけなのに　２
　囚われの殺人鬼　　（宝島社文庫 このミス大賞）

志駕 晃／著 宝島社

627.1/ﾀ/
　もっと簡単で確実にふやせる
　さし木・つぎ木・とり木　最新版

高柳 良夫／著 日本文芸社 GF/ﾅ/
　蛇足屋勢四郎　（光文社文庫 光文社時代小説文庫）
　困りごと、骨折りいたす

中村 朋臣／著 光文社

664.9/ｸ/6 　鯨塚からみえてくる日本人の心　6 農林統計出版 GF/ﾅ/2
　夢探偵フロイト　2
　てるてる坊主殺人事件 　（小学館文庫 キャラブン！）

内藤 了／著 小学館

718.3/ｳ/ 　もっと知りたい慶派の仏たち 根立 研介／著 東京美術 GF/ﾆ/ 　十津川警部幻想の信州上田　　（光文社文庫） 西村 京太郎／著 光文社

723.3/ﾑ/ 　もっと知りたいムンク 千足 伸行／監修・著 東京美術 GF/ﾌ/ 　江戸城炎上　本丸目付部屋　２　（二見時代小説文庫） 藤木 桂／著 二見書房

726.1/ﾐ/ 　見えない力　美内すずえ対談集 美内 すずえ／著 世界文化社 GF/ﾎ/
　ルージュ　硝子の太陽
　姫川玲子シリーズ（光文社文庫）

誉田 哲也／著 光文社

756.6/ﾅ/ 　もっと知りたい刀剣 内藤 直子／監修・著 東京美術 GF/ﾖ/3 　酒の神さま　バー・リバーサイド 　３　（ハルキ文庫） 吉村 喜彦／著 角川春樹事務所
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