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請求記号 書名 著者名 出版社 請求記号 書名 著者名 出版社

159/ｼ/
FIRE最強の早期リタイア術
最速でお金から自由になれる究極メソッド

クリスティー・シェン／著 ダイヤモンド社 726.6/ｲ/ ちひろダイアリー　　 竹迫 祐子／編著 河出書房新社

175.9/ﾁ/ 御朱印でめぐる全国の聖地　集めるごとに運気アップ！ 地球の歩き方編集室／著 地球の歩き方 732.1/ｶ/ もっと知りたい川瀬巴水と新版画　　 滝沢 恭司／著 東京美術

175.9/ﾁ/ 日本全国ねこの御朱印&お守りめぐり　　 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 754.9/ﾔ/ クラフトバンドで作るかごとバッグお花畑こもの 山口 京子／著 アップルミンツ

210.2/ｻ/ 地底の森の旧石器人 富沢遺跡　　 佐藤 祐輔／著 新泉社 783.7/ﾓ/ 47都道府県・高校野球百科 森岡 浩／著 丸善出版

210.4/ﾐ/ 中世武家庭園と戦国の領域支配 江馬氏城館跡　　 三好 清超／著 新泉社 786.1/ｶ/ 科学が教える山歩き超入門 能勢 博／監修 エクシア出版

217.6/ﾔ/ 福山藩　　 八幡 浩二／著 現代書館 911.4/ｺ/3 まだまだ健康川柳　三途の川も遠ざかる 近藤 勝重／編・著 幻冬舎

290.9/ｸ/
移住者たちのリアルな声でつくった海外暮らし最強ナビ
ヨーロッパ編

久保田 由希／編 辰巳出版 914.6/ｿ/ 老いの道楽 曾野 綾子／著 河出書房新社

291/ｲ/ 1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365　歴史編 小和田 哲男／監修 文響社 916/ﾑ/ 兄の終い 村井 理子／著 CCCメディアハウス

319.1/ｻ/ 赤い日本　　 櫻井 よしこ／著 産経新聞出版 F/ｱ/ 白光 朝井 まかて／著 文藝春秋

327/ｾ/ 法律書式の作成全集　第5版 神田 将／監修 自由国民社 F/ｱ/ 兵諌 浅田 次郎／著 講談社

336.5/ｲ/
今すぐ使えるかんたんZoom & Microsoft Teamsが
これ1冊でマスターできる本

マイカ／著 技術評論社 F/ｱ/ 涙のあとに、微笑みを　菓子店「ほほえみ」・光り子の物語  浅田 宗一郎／著 PHP研究所

338.1/ﾀ/
僕がウォール街で学んだ勝利の投資術
億り人へのパスポート渡します

高橋 ダン／著 KADOKAWA F/ｶ/ 夜行秘密 カツセ マサヒコ／著 双葉社

345.3/ﾔ/21 図解所得税法「超」入門　令和3年度改正 山口 暁弘／編著 税務経理協会 F/ｷ/11 チンギス紀　11　黙示 北方 謙三／著 集英社

367.1/ｳ/ 限界から始まる　往復書簡 上野 千鶴子／著 幻冬舎 F/ｺ/ ロータスコンフィデンシャル 今野 敏／著 文藝春秋

367.2/ﾀ/ マチズモを削り取れ 武田 砂鉄／著 集英社 F/ﾃ/ 雨夜の星たち 寺地 はるな／著 徳間書店

367.7/ｶ/ おひとりさまの終活　お困りごとは死後事務委任で解決 神田 紀久男／著 現代書林 F/ﾊ/ Phantom 羽田 圭介／著 文藝春秋

369.1/ｷ/
ケアマネジャーはらはら日記
当年68歳、介護の困り事、おののきながら駆けつけます

岸山 真理子／著 三五館シンシャ F/ﾊ/20 もういちど　　「しゃばけ」シリーズ　20 畠中 恵／著 新潮社

376.1/ｾﾞ/
0ー5歳児ケガと病気の予防・救急まるわかり安心BOOK
保育者が知っておきたい ナツメ社保育シリーズ 第2版

高見 剛／監修 ナツメ社 F/ﾏ/ 疼くひと 松井 久子／著 中央公論新社

383.8/ｷ/ 47都道府県・発酵文化百科 北本 勝ひこ／著 丸善出版 G281/ｶ/1 殿様は「明治」をどう生きたのか　1　（扶桑社文庫） 河合 敦／著 扶桑社

391.2/ｽ/ 日本陸海軍勝因の研究 鈴木 荘一／著 さくら舎 G281/ｶ/2 殿様は「明治」をどう生きたのか　2　（扶桑社文庫） 河合 敦／著 扶桑社

自然
科学

486/ｲ/ ぼくの昆虫学の先生たちへ　　 今福 龍太／著 筑摩書房 G304/ｲ/12
知らないと恥をかく世界の大問題　12
世界のリーダー、決断の行方　（角川新書）

池上 彰／著 KADOKAWA

523.1/ｽ/ 横浜の名建築をめぐる旅 菅野 裕子／著 エクスナレッジ G312.2/ｷ/ ミャンマー政変　クーデターの深層を探る　（ちくま新書） 北川 成史／著 筑摩書房

548.2/ﾓ/
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！タブレット超入門
改訂2版

森嶋 良子／著 技術評論社 G914.6/ｼ/ 死は最後で最大のときめき　（朝日新書） 下重 暁子／著 朝日新聞出版

590/ﾐ/ できれば家事をしたくない私のモノ選び　水谷妙子の取捨選択 水谷 妙子／著 主婦の友社 G916/ｲ/ 発達障害だから強くなれた　（朝日文庫） 市川 拓司／著 朝日新聞出版

590.4/ﾀ/ ちょっとフレンチなおうち仕事　　 タサン志麻／著 ワニブックス G916/ﾏ/ 月白の道　戦争散文集　（中公文庫） 丸山 豊／著 中央公論新社

596/ｱ/ 罪なきレシピ　腸からきれいにやせる！ AYA／著 学研プラス
G933.7/
ｺ/22-1

鬼火　上　（講談社文庫） マイクル・コナリー／著 講談社

597.5/ﾔ/ 1日5分からの断捨離　モノが減ると、時間が増える やました ひでこ／著 大和書房
G933.7/
ｺ/22-2

鬼火　下　（講談社文庫） マイクル・コナリー／著 講談社

産業 611.7/ｵ/
食と農のプチ起業
シェアキッチン、SNS、ECサイトをフル活用する

小野 淳／著 イカロス出版 GF/ｱ/ 烏百花　蛍の章　八咫烏シリーズ　（文春文庫） 阿部 智里／著 文藝春秋

726.1/ﾐ/
ゲゲゲの女房の「長寿力」
等身大の自分でいい。100歳まで元気に！！

武良 布枝／著 辰巳出版 GF/ｲ/ あの日、ぼくたちは　（角川文庫） 飯島 敏宏／著 KADOKAWA

726.1/ﾔ/ ぼくのお父さん 矢部 太郎／著 新潮社 GF/ｲ/11 浪人奉行　11ノ巻　（双葉文庫） 稲葉 稔／著 双葉社

2018年8月29日

哲学

歴史

社会
科学

芸術

技術

芸術

文学

新書
文庫


