
請求記号 書名 著者名 出版社 請求記号 書名 著者名 出版社

007.6/ｷﾞ/ 今すぐ使えるかんたんExcel　2019 技術評論社編集部／著 技術評論社 F/ﾜ/ 殺人鬼がもう一人 若竹 七海／著 光文社

007.6/ｷﾞ/ 今すぐ使えるかんたんPowerPoint　2019 技術評論社編集部／著 技術評論社 914.6/ｷ/ 人生後半、はじめまして 岸本 葉子／著 中央公論新社

007.6/ﾐ/ Q&Aで考えるセキュリティ入門 宮田 健／著
エムディエヌ
コーポレーション

916/ｺ/ 工学部ヒラノ教授のラストメッセージ 今野 浩／著 青土社

290.9/ﾁ/
地球の歩き方　A21
マドリードとアンダルシア　2019〜20

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

G367.7/ｵ/
子どもなくても老後安心読本　（朝日新書）
相続、遺言、後見、葬式

岡 信太郎／著 朝日新聞出版

290.9/ﾁ/
地球の歩き方　E04
ペトラ遺跡とヨルダン　レバノン　2019〜20

地球の歩き方
編集室／編集

ダイヤモンド・
ビッグ社

G368.6/ｱ/
家族という呪い　（幻冬舎新書）
加害者と暮らし続けるということ

阿部 恭子／著 幻冬舎

291/ｺﾞ/ 読むだけですっきりわかる「やり直しの日本地理」 後藤 武士／著 宝島社 GF/ｱ/2
真田家の野望　（徳間文庫　徳間時代小説文庫）
けんか中納言光圀　２

麻倉 一矢／著 徳間書店

293/ﾏ/ 地中海を旅する62章 松原 康介／編著 明石書店 GF/ｶ/3
やっとおさらば座敷牢　（祥伝社文庫）
喧嘩旗本勝小吉事件帖　３

風野 真知雄／著 祥伝社

293.6/
ﾙ/20

るるぶスペイン　'20
バルセロナ　マドリード　アンダルシア

JTBパブリッシング GF/ｶ/1 応戦　1　たった一人の勲章　（光文社文庫） 門田 泰明／著 光文社

312.1/ｲ/ 政治のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上 彰／著 海竜社 GF/ｶ/2 応戦　2　たった一人の勲章　（光文社文庫） 門田 泰明／著 光文社

330/ｲ/ 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上 彰／著 海竜社 GF/ｻ/13
鼠草紙　（文春文庫　）
新・酔いどれ小籐次　１３

佐伯 泰英／著 文藝春秋

335.4/ｲ/ 会社のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上 彰／著 海竜社 GF/ｻ/6
あったかけんちん汁　（ハルキ文庫　時代小説文庫）
居酒屋ぜんや　６

坂井 希久子／著 角川春樹事務所

367.7/ﾎ/ 心が軽くなる「老後の整理術」 保坂 隆／著 PHP研究所 GF/ｻ/5
狙われた旗本　（講談社文庫）
公家武者信平　５

佐々木 裕一／著 講談社

426/ｲ/ 熱と温度の科学 石原 顕光／著 日刊工業新聞社 GF/ｽ/ 大江戸監察医　（講談社文庫） 鈴木 英治／著 講談社

493.2/ﾘ/ リンパ浮腫のことがよくわかる本 宇津木 久仁子／監修 講談社 GF/ﾀ/6
あきない世傳金と銀　6　本流篇
（ハルキ文庫　時代小説文庫）

高田 郁／著 角川春樹事務所

493.7/ｷﾞ/ ギャンブル依存症から抜け出す本 樋口 進／監修 講談社 GF/ﾂ/24
縁の川　（祥伝社文庫）
風の市兵衛　２４

辻堂 魁／著 祥伝社

498.3/ﾌ/
50歳からのついでヨガ
更年期障害も代謝の低下も自律神経の乱れも怖くない！

深堀 真由美／著 大和書房 GF/ﾄ/ 居酒屋宗十郎剣風録　（光文社文庫　光文社時代小説文庫） 鳥羽 亮／著 光文社

582.3/ｷﾞ/ 今すぐ使えるかんたんWord　2019 技術評論社編集部／著 技術評論社 GF/ﾄ/2
金貸し権兵衛　（講談社文庫）
鶴亀横丁の風来坊　２

鳥羽 亮／著 講談社

595.4/ｵ/
大人のボリュームUPヘア100
ぺたんこうねりパサつき悩みを魅力に変える

世界文化社 GF/ﾊ/12 本所おけら長屋　12　（PHP文芸文庫） 畠山 健二／著 PHP研究所

723/ﾅ/
運命の絵
中野京子と読み解く　もう逃れられない

中野 京子／著 文藝春秋 GF/ﾊ/ 辛夷の花　（徳間文庫　徳間時代小説文庫） 葉室 麟／著 徳間書店

780.7/ｻ/
人生100年時代を元気に楽しむための還暦筋トレ
1日3分で健康寿命が伸びる！

坂詰 真二／著 山と溪谷社 GF/ﾌ/7
隠居の初恋　（双葉文庫）
新・知らぬが半兵衛手控帖　7

藤井 邦夫／著 双葉社

796/ﾓ/ 詰将棋入門 森 信雄／著 実業之日本社 GF/ﾏ/ 中央流沙　（光文社文庫　光文社文庫プレミアム） 松本 清張／著 光文社

911.5/ﾓ/ 永遠の詩情 森村 誠一／著 KADOKAWA GF/ﾏ/ 火と汐　新装版　（文春文庫） 松本 清張／著 文藝春秋

F/ｸ/ 怪物の木こり 倉井 眉介／著 宝島社 GF/ﾔ/3
ACT　3　掠奪　（講談社文庫）
警視庁特別潜入捜査班　３

矢月 秀作／著 講談社

F/ｺ/ 救いの森 小林 由香／著 角川春樹事務所

F/ｺ/5 スクエア　　横浜みなとみらい署暴対係 今野 敏／著 徳間書店 哲学 146.8/ﾅ/Z
10代のための疲れた心がラクになる本
「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法

長沼 睦雄／著 誠文堂新光社

F/ﾀ/3 あなたのためなら　藍千堂菓子噺３ 田牧 大和／著 文藝春秋 GF/ｼ/10-Z りゅうおうのおしごと！　10　（GA文庫） 白鳥 士郎／著 SBクリエイティブ

F/ﾑ/ まつらひ 村山 由佳／著 文藝春秋 GF/ﾀ/6-Z
おいしいベランダ。　6　（富士見L文庫）
スミレと6粒のチョコレート

竹岡 葉月／著 KADOKAWA

F/ﾖ/ いのちの人形 横関 大／著 KADOKAWA
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