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総記 014.1/ｳ/3 ちょっとマニアックな図書館コレクション談義　またまた 内野 安彦／編著 樹村房 GF/ｱ/ 木曜日にはココアを　（宝島社文庫） 青山 美智子／著 宝島社

歴史 234.7/ﾊﾞ/
月下の犯罪
一九四五年三月、レヒニッツで起きたユダヤ人虐殺、
そして或るハンガリー貴族の秘史

サーシャ・バッチャーニ
／著

講談社 GF/ｱ/9 奈落の偶像　警視庁殺人分析班　９　（講談社文庫 ） 麻見 和史／著 講談社

326.4/ﾍﾞ/ 死刑囚200人最後の言葉 別冊宝島編集部／編 宝島社 GF/ｱ/ 喜劇愛妻物語　（幻冬舎文庫） 足立 紳／著 幻冬舎

367.3/ﾖ/ 孤絶　家族内事件 読売新聞社会部／著 中央公論新社 GF/ｲ/5
孤影の誓い　問答無用　５　新装版
（徳間文庫 徳間時代小説文庫）

稲葉 稔／著 徳間書店

369.3/ﾆ/ 警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント110 日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社 GF/ｲ/5
冬晴れの花嫁　くらまし屋稼業 　５
（ハルキ文庫 時代小説文庫）

今村 翔吾／著 角川春樹事務所

451.2/ﾀ/ 今の空から天気を予想できる本 武田 康男／著 緑書房 GF/ｵ/20 忘れ形見　取次屋栄三　２０　（祥伝社文庫） 岡本 さとる／著 祥伝社

498.5/ﾏ/2
医者が教える食事術　2
20万人を診てわかった医学的に正しい食べ方70

牧田 善二／著 ダイヤモンド社 GF/ｶ/3 極道大名　3　虎之助最後の日　（幻冬舎時代小説文庫） 風野 真知雄／著 幻冬舎

594.2/ｱ/
ふっくらかわいい立体刺しゅう
詰め物や、浮かせるテクニックでふくらみを出す
アトリエFilのスタンプワーク 　改訂版

アトリエFil／著 ブティック社 GF/ｶ/ ゆけ、おりょう　（文春文庫） 門井 慶喜／著 文藝春秋

594.2/ﾜ/
ワンポイントステッチ アニマル刺しゅうベストセレクション
397

アップルミンツ GF/ｶ/5 あばよっ！　若旦那道中双六　５　（双葉文庫） 金子 成人／著 双葉社

596/ｹ/ 1人分のシニアごはん　 電子レンジで簡単！体が喜ぶ！ 検見崎 聡美／著 枻出版社 GF/ｻ/27 鬼役　27　（光文社文庫 光文社時代小説文庫） 坂岡 真／著 光文社

596/ﾐ/
Mizukiの簡単*時短CAFEレシピ♡
定番おかずからスイーツまでたっぷり248品

Mizuki／著 扶桑社 GF/ｻ/6 赤い刀身　公家武者信平 　６　（講談社文庫） 佐々木 裕一／著 講談社

産業 626.9/ｵ/ おいしく長く楽しめる！収穫野菜の保存テク&レシピ 五十嵐 透／監修 ナツメ社 GF/ｼ/
博多食堂まかないお宿　かくりよ迷子の案内人
（光文社文庫 光文社キャラクター文庫）

篠宮 あすか／著 光文社

728.2/ｱ/ いのちいっぱい　新装版 相田 みつを／著 ダイヤモンド社 GF/ﾀ/7
あきない世傳金と銀　7　碧流篇
（ハルキ文庫 時代小説文庫）

高田 郁／著 角川春樹事務所

779.1/ｽﾞ/ <図説>はじめての古典落語　教養として知っておきたい50席 永井 義男／江戸風俗解説 学研プラス GF/ﾂ/25 天満橋まで　風の市兵衛 　２５　（祥伝社文庫） 辻堂 魁／著 祥伝社

786.3/ｷ/
キャンプ大事典
道具選びから焚き火まで基本&便利技でキャンプライフを
もっと楽しく！

松山 拓也／監修 成美堂出版 GF/ﾄﾞ/6 不信の鎖　警視庁犯罪被害者支援課 　６　（講談社文庫） 堂場 瞬一／著 講談社

F/ｶ/7 スワロウテイルの消失点　法医昆虫学捜査官　７ 川瀬 七緒／著 講談社 GF/ﾄ/3
スカーフェイス　3　警視庁特別捜査第三係・淵神律子
ブラッドライン　（講談社文庫）

富樫 倫太郎／著 講談社

F/ｸ/ 老父よ、帰れ 久坂部 羊／著 朝日新聞出版 GF/ﾄ/46 幼なじみ　はぐれ長屋の用心棒 　４６　（双葉文庫） 鳥羽 亮／著 双葉社

F/ﾂ/ 流星のソード　名探偵・浅見光彦VS.天才・天地龍之介 柄刀 一／著 祥伝社 GF/ﾅ/2
忠義の果て　蛇足屋勢四郎 　２
（光文社文庫 光文社時代小説文庫）

中村 朋臣／著 光文社

F/ﾋ/ 伊勢佐木町探偵ブルース 東川 篤哉／著 祥伝社 GF/ﾊ/2
最高のオバハン　中島ハルコはまだ懲りてない！　2
（文春文庫）

林 真理子／著 文藝春秋

914.6/ｿ/ 人生の終わり方も自分流 曾野 綾子／著 河出書房新社 GF/ﾊ/8 無敵の殿様　8　謎の海賊村　（コスミック・時代文庫） 早見 俊／著 コスミック出版

914.6/ﾑ/ 伯爵のお気に入り　女を描くエッセイ傑作選 向田 邦子／著 河出書房新社 GF/ﾋ/ 危険なビーナス　（講談社文庫） 東野 圭吾／著 講談社

G210.7/ﾏ/ 昭和史発掘　特別篇　（文春学藝ライブラリー 歴史） 松本 清張／著 文藝春秋 GF/ﾌ/5 新参者　新・秋山久蔵御用控 　５　（文春文庫 ） 藤井 邦夫／著 文藝春秋

G361.8/ﾀ/ 上級国民/下級国民　（小学館新書） 橘 玲／著 小学館 GF/ﾌ/2 鬼の鈴　秘め事おたつ 　２　（幻冬舎時代小説文庫） 藤原 緋沙子／著 幻冬舎

G367.3/ﾎ/ 精神科医が教える親のトリセツ　（中公新書ラクレ） 保坂 隆／著 中央公論新社 G914.6/ﾏ/ リフォームの爆発　（幻冬舎文庫） 町田 康／著 幻冬舎

G911.5/ﾀ/ 愛について/愛のパンセ　（小学館文庫） 谷川 俊太郎／著 小学館
G949.6/

ﾈ/8-1
レパード　上　闇にひそむ獣　（集英社文庫） ジョー・ネスボ／著 集英社
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