
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 019.1/ﾎ/ できる人の読書術 堀 紘一／著 ダイヤモンド社 G385.6/ｴ/
さまよう遺骨　日本の「弔い」が消えていく
（NHK出版新書）

NHK取材班／著 NHK出版

哲学 147/ｸﾞ/ こうして、夢は現実になる パム・グラウト／著 サンマーク出版 G491.3/ﾖ/ ヒトはなぜ、ゴキブリを嫌うのか?　（扶桑社新書） 養老 孟司／著 扶桑社

210/ﾌﾟ/
元号と日本人
元号の付いた事件・出来事でたどる日本の歴史

宮瀧 交二／監修 プレジデント社 GF/ｲ/6 浪人奉行　6ノ巻　（双葉文庫） 稲葉 稔／著 双葉社

291/ｲ/
一度は行きたい！日本の世界遺産
日本が誇る、絶景の世界遺産めぐり

ぴあ GF/ｲ/8 玉麒麟　羽州ぼろ鳶組　8　（祥伝社文庫 ） 今村 翔吾／著 祥伝社

291/ﾌﾞ/17 ブラタモリ　17　吉祥寺 田園調布 尾道 倉敷 高知
NHK「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA GF/ｳ/8
詭計の理　町奉行内与力奮闘記　8
（幻冬舎時代小説文庫 ）

上田 秀人／著 幻冬舎

291/ﾌﾞ/18 ブラタモリ　18　秩父 長瀞 大宮 室蘭 洞爺湖 宮崎
NHK「ブラタモリ」
制作班／監修

KADOKAWA GF/ｵ/10 伝説　新・剣客太平記　10　（ハルキ文庫 時代小説文庫） 岡本 さとる／著 角川春樹事務所

291.9/
ｷ/24

季刊のぼろ　Vol.24　2019春　九州・山口版
九州のツツジはこんなにも美しい

西日本新聞社 GF/ｶ/3 うちの旦那が甘ちゃんで　3　（講談社文庫） 神楽坂 淳／著 講談社

社会
科学

366.9/ﾏ/ 過労死　その仕事、命より大切ですか 牧内 昇平／著 ポプラ社 GF/ｶ/2
汝(きみ)よさらば　浮世絵宗次日月抄 　2
（祥伝社文庫 ）

門田 泰明／著 祥伝社

595.6/ﾏ/ やせない理由はあなたのガマンにありました！ 松永 健吾／著 日本文芸社 GF/ｷ/16
されど君は微笑む　ブラディ・ドール　16
（ハルキ文庫 ）

北方 謙三／著 角川春樹事務所

596/ｲ/
これでいいんだ！自炊ごはん
ワザなしでもいきなり作れるラクうまごはん131品

市瀬 悦子／著 学研プラス GF/ｸ/2 八丁堀の忍　2　大川端の死闘 （講談社文庫） 倉阪 鬼一郎／著 講談社

596.4/ｼ/ カップデリ　持ちよりパーティやお弁当に 信太 康代／著 誠文堂新光社 GF/ｻ/5
夢を釣る　吉原裏同心抄　5
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

佐伯 泰英／著 光文社

596.6/ﾃ/ もりもりホットサンドと野菜ごろごろスープ 元気が出るよ！ Tesshi／著 KADOKAWA GF/ｼ/10 神様の子守はじめました。　10　（コスミック文庫α） 霜月 りつ／著 コスミック出版

産業 645.6/ﾀ/
スヌーパー君がいた40日
避難所の小学校で起こった小さな奇跡

丹 由美子／著 山と溪谷社 GF/ｽ/5 ゴーストライダー　警視庁組対特捜K 　5　（中公文庫 ） 鈴峯 紅也／著 中央公論新社

芸術 782.3/ｺ/
幸せを届けに
五輪ランナー・小鴨由水もう一つのゴール

光本 宜史／著 海鳥社 GF/ﾁ/8 囲米の罠　おれは一万石　8　（双葉文庫 ） 千野 隆司／著 双葉社

F/ｱ/ 信州・善光寺殺人事件 梓 林太郎／著 光文社 GF/ﾄ/1 悲笛の剣　介錯人・父子斬日譚　（祥伝社文庫 ） 鳥羽 亮／著 祥伝社

F/ｱ/ こうして誰もいなくなった 有栖川 有栖／著 KADOKAWA GF/ﾋ/2
剣魔推参　隠密刺客遊撃組 2
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

平茂 寛／著 光文社

F/ｱ/ 東京クライシス　内閣府企画官・文月祐美 安生 正／著 祥伝社 GF/ﾋ/ 小さな恋のうた　（講談社文庫） 平田 研也／著 講談社

F/ｵ/ 渦　妹背山婦女庭訓魂結び 大島 真寿美／著 文藝春秋 GF/ﾌ/11
無銘刀　御刀番左京之介　11
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

藤井 邦夫／著 光文社

F/ｶ/ お茶壺道中 梶 よう子／著 KADOKAWA GF/ﾌ/12 藁一本　藍染袴お匙帖 　12　（双葉文庫） 藤原 緋沙子／著 双葉社

F/ｺﾞ/ オネエ産婦人科 豪田 トモ／著 サンマーク出版 GF/ﾎ/2 漆黒に駆ける　御庭番闇日記　2　（双葉文庫 ） 誉田 龍一／著 双葉社

F/ｺ/ 機捜235 今野 敏／著 光文社
G914.6/

ｲ/2
孤独のすすめ　続　人生後半戦のための新たな哲学
（中公新書ラクレ）

五木 寛之／著 中央公論新社

F/ﾅ/6 ドS刑事(デカ)　6　井の中の蛙大海を知らず殺人事件 七尾 与史／著 幻冬舎

F/ﾔ/ 奇説無惨絵条々 谷津 矢車／著 文藝春秋 文学 901.1/ﾜ/Z 詩を書くってどんなこと? 若松 英輔／著 平凡社

914.6/ｿ/ 自分流のすすめ　気ままな私と二匹の猫たち 曽野 綾子／著 中央公論新社 GF/ｱ/Z
幻想古書店で珈琲を　番外編　賢者からの贈り物
（ハルキ文庫）

蒼月 海里／著 角川春樹事務所

914.6/ﾊ/ はればれ、お寿司 嵐山 光三郎／著 河出書房新社 GF/ｶ/10-Z 心霊探偵八雲　10　　魂の道標 　（角川文庫） 神永 学／著 KADOKAWA

文庫
新書

G367.9/ﾀ/
フレディ・マーキュリーの恋　性と心のパラドックス
（文春新書）

竹内 久美子／著 文藝春秋 GF/ﾓ/10-Z
わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　10　黄昏時に浮かぶ影
（角川文庫）

望月 麻衣／著 KADOKAWA
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