
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/ﾎ/ パソコンで描く『絵』の描き方 堀内 辰男／著 マガジンランド
G726.1/

ﾏ/2
源氏物語　中　（小学館文庫 マンガ古典文学） 花村 えい子／著 小学館

007.6/ﾏ/
今すぐ使えるかんたんScratch
はじめてのプログラミング

松下 孝太郎／共著 技術評論社 GF/ｲ/4
亡者の夢　問答無用　4
（徳間文庫 徳間時代小説文庫）

稲葉 稔／著 徳間書店

015/ﾕ/3
認知症予防におすすめ図書館利用術　3
『調べる力』で脳を活性化

結城 俊也／著 日外アソシエーツ GF/ｳ/13 舌戦　百万石の留守居役　13　（講談社文庫 ） 上田 秀人／著 講談社

019.1/ｻ/ 神・読書術　10倍速で読んで、要点だけ記憶する 坂本 海／著 ぱる出版 GF/ｵ/ 幸福のパズル　（講談社文庫） 折原 みと／著 講談社

019.9/ｼ/ 読むよむ書く　迷い多き君のためのブックガイド 重松 清／著 幻戯書房 GF/ｶ/4 うちの旦那が甘ちゃんで　4　（講談社文庫） 神楽坂 淳／著 講談社

歴史
291.9/
ｷ/25

季刊のぼろ　Vol.25(2019夏)
九州・山口版　みんなの(知らない)宝満山

西日本新聞社 GF/ｶ/4 昭和探偵　4　（講談社文庫） 風野 真知雄／著 講談社

社会
科学 345/ﾆ/ 日本一やさしい税法と税金の教科書 西中間 浩／著 日本実業出版社 GF/ｶ/3 標的　追われもの　3　（幻冬舎時代小説文庫） 金子 成人／著 幻冬舎

593.3/ﾁ/
CHECK&STRIPE SEW HAPPY
作りたくなるハッピーなソーイングブック

CHECK&STRIPE／編 世界文化社 GF/ｷ/ 今昔百鬼拾遺 河童 京極 夏彦／著 KADOKAWA

596.6/ｷ/ かんたんかわいいたのしいケーキポップス 桔梗 有香子／著 日東書院本社 GF/ｺﾞ/ スパイは楽園に戯れる　（双葉文庫） 五條 瑛／著 双葉社

597.5/ｻ/ 幸せを呼ぶキッチンの片づけ術 さらだ たまこ／著
スタンダーズ・
プレス

GF/ｺ/10
同胞の契り　人情同心神鳴り源蔵　10
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

小杉 健治／著 光文社

754.9/ｶ/ ペーパークイリングアクセサリー　針も糸も使わない かみのまじょ／著 マガジンランド GF/ｺ/9
再燃　蘭方医・宇津木新吾　9
（双葉文庫）

小杉 健治／著 双葉社

783.7/ｱ/ 白球の世紀　高校野球100回秘史
朝日新聞「白球の世紀」
取材班／著

朝日新聞出版 GF/ｻ/6
春淡し　吉原裏同心抄　6
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

佐伯 泰英／著 光文社

言語 816.8/ﾊ/ はがきの名文コンクール　第4回　優秀作品集
はがきの名文コンクール
実行委員会／編

NHK出版 GF/ｻ/
文具店シエル　ひみつのレターセット
（メディアワークス文庫）

さとみ 桜／著 KADOKAWA

902/ﾊ/ 文学の中の家　『自分だけの部屋』を装飾する方法 スーザン・ハーラン／著 エクスナレッジ GF/ｼ/ 計画結婚　（徳間文庫） 白河 三兎／著 徳間書店

F/ｲ/ ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤／著 ダイヤモンド社 GF/ﾁ/5
つなぐ鞠　上絵師律の似面絵帖　5
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

知野 みさき／著 光文社

F/ｲ/ コイコワレ 乾 ルカ／著 中央公論新社 GF/ﾅ/4
ひかる風　日本橋牡丹堂菓子ばなし　4
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

中島 久枝／著 光文社

F/ｲ/ むらさきのスカートの女 今村 夏子／著 朝日新聞出版 GF/ﾊ/ あおなり道場始末　（双葉文庫） 葉室 麟／著 双葉社

F/ｵ/5 アロワナを愛した容疑者　警視庁いきもの係　5 大倉 崇裕／著 講談社 GF/ﾊ/4
唐渡り花　闇御庭番　4
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

早見 俊／著 光文社

F/ｵ/ ライフ 小野寺 史宜／著 ポプラ社 GF/ﾌ/8
戯け者　新・知らぬが半兵衛手控帖　8
（双葉文庫 新・知らぬが半兵衛手控帖）

藤井 邦夫／著 双葉社

F/ｶ/ とむらい屋颯太 梶 よう子／著 徳間書店 GF/ﾓ/
鬼とめおとの古物商　アンティークに思い出をこめて
（メディアワークス文庫）

藻野 多摩夫／著 KADOKAWA

F/ｻ/ K2　復活のソロ 笹本 稜平／著 祥伝社 GF/ﾜ/2
人でなしの恋　布引左内影御用　2
（ハルキ文庫 時代小説文庫）

和久田 正明／著 角川春樹事務所

F/ｻ/ 落花 澤田 瞳子／著 中央公論新社

F/ﾀ/ マタタビ町は猫びより 田丸 雅智／著 辰巳出版 歴史
210.2/ｺ

/Z
知られざる弥生ライフ 譽田 亜紀子／著 誠文堂新光社

F/ﾓ/ 旅は道づれきりきり舞い 諸田 玲子／著 光文社 文学 F/ﾋ/Z スガリさんの感想文はいつだって斜め上 平田 駒／著 河出書房新社

G289.1/
ﾏ/

人生の勝算　（幻冬舎文庫） 前田 裕二／著 幻冬舎 GF/ﾊ/Z きみに向かって咲け　（スターツ出版文庫） 灰芭 まれ／著 スターツ出版

G726.1/
ﾏ/1

源氏物語　上　（小学館文庫 マンガ古典文学） 花村 えい子／著 小学館 GF/ﾏ/9-Z 走れ！T校バスケット部　9　（幻冬舎文庫） 松崎 洋／著 幻冬舎
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