
タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 分類 図書

2017  ４月新着本

青い服の女（新・御宿かわせみ　7） 平岩　弓枝著 文藝春秋 2017 913 ヒ

あきない世傳金と銀　早瀬篇（ハルキ文庫　た19-16） 2 高田　郁著 角川春樹事務所 2016 B 913 タ

あきない世傳金と銀　奔流篇（ハルキ文庫　た19-17） 3 高田　郁著 角川春樹事務所 2017 B 913 タ

秋山善吉工務店 中山　七里著 光文社 2017 913 ナ

アスペルガー症候群との上手なつきあい方入門　僕がこの病気を乗りこえてきてわかったこと（宝島SUGOI文庫　Dに-6-1） 西脇　俊二著 宝島社 2017 B 493.7 ニ

犬とペンギンと私（幻冬舎文庫　お-34-11） 小川　糸著 幻冬舎 2017 B 914 オ

老いてわかった！人生の恵み 沖藤　典子著 海竜社 2017 910 オ

応仁の乱　戦国時代を生んだ大乱（中公新書　2401） 呉座　勇一著 中央公論新社 2016 210.4 ゴ

お年寄りの作って楽しむレクリエーション大百科　手工芸の作り方ガイド決定版（介護ライブラリー） 小林　愛子監修 講談社 2017 369.2 オ

大人のお作法（インターナショナル新書　003） 岩下　尚史著 集英社インターナショナル2017 159 イ

大人しく老いてなんかいられない 広瀬　久美子著 海竜社 2017 914 ヒ

カープが優勝した25の理由　2016　CENTRAL　LEAGUE　CHAMPIONS ザメディアジョンプレス2016 783.7 カ

か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる著 新潮社 2017 913 ス

彼女は鏡の中を覗きこむ 小林　エリカ著 集英社 2017 913 コ

歌舞伎町ダムド 誉田　哲也著 中央公論新社 2014 913 ホ

体の中からきれいになれる保存食と発酵食　免疫力向上、腸内環境アップ、疲労回復、美肌、デトックス…（実用No．1） 主婦の友社編 主婦の友社 2017 596 カ

がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事 神尾　哲男著 幻冬舎 2017 494.5 カ

ガン入院オロオロ日記 東海林　さだお著文藝春秋 2017 914 シ

危急　辻番奮闘記（集英社文庫　う26-1） 上田　秀人著 集英社 2017 B 913 ウ

季節を楽しむかわいい童謡おりがみ（potブックス） いまい　みさ著 チャイルド本社 2017 376.1 イ

京の縁結び　縁見屋の娘（宝島社文庫　Cみ-6-1） 三好　昌子著 宝島社 2017 B 913 ミ

血縁 長岡　弘樹著 集英社 2017 913 ナ

血流を整えれば頭痛・腰痛は消える 丸山　浩然著 幻冬舎メディアコンサルティング2017 493.2 マ

健脚寿命を延ばして一生歩ける体をつくる！　痛まない転ばないケガをしない！ 石部　基実著 すばる舎 2017 494.7 イ



腰・ひざ痛みとり「体芯力」体操 鈴木　亮司著 青春出版社 2017 493.6 ス

「言葉にできる」は武器になる。 梅田　悟司著 日本経済新聞出版社 2016 674.3 ウ

小屋を作る本　手作りウッディハウス　〈完全図解〉小さな小屋の作り方／セルフビルド実例集（GAKKEN　MOOK） 2017-2018 学研プラス 2017 527 コ

これから始めてみたい人のための楽しく打てる麻雀入門　知識ゼロからでもやさしくわかる！ 青木　さや監修 秀和システム 2017 797.5 コ

殺人症候群　新装版（双葉文庫　ぬ-01-06） 貫井　徳郎著 双葉社 2014 B 913 ヌ

さなとりょう 谷　治宇著 太田出版 2017 913 タ

さみしくなったら名前を呼んで（幻冬舎文庫　や-30-3） 山内　マリコ著 幻冬舎 2017 B 913 ヤ

70歳、だから何なの 松原　惇子著 海竜社 2017 159.6 マ

失踪症候群　新装版（双葉文庫　ぬ-01-04） 貫井　徳郎著 双葉社 2014 B 913 ヌ

自由なサメと人間たちの夢 渡辺　優著 集英社 2017 913 ワ

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇（講談社＋α新書　754-1C） ケント・ギルバート著講談社 2017 124.1 ギ

ジュリエットのいない夜 鴻上　尚史著 集英社 2017 913 コ

素敵な日本人　東野圭吾短編集 東野　圭吾著 光文社 2017 913 ヒ

すばらしい日々（幻冬舎文庫　よ-2-25） よしもと　ばなな著幻冬舎 2017 B 914 ヨ

すべての教育は「洗脳」である　21世紀の脱・学校論（光文社新書　871） 堀江　貴文著 光文社 2017 370.4 ホ

世界一美味しい煮卵の作り方　家メシ食堂ひとりぶん100レシピ（光文社新書　870） はらぺこグリズリー著光文社 2017 596 ハ

ゼロ・アワー 中山　可穂著 朝日新聞出版 2017 913 ナ

戦国大名「御家」系譜事典　大名195家の歴史を大判・カラー家系図でたどる（別冊宝島　2550） 森岡　浩監修 宝島社 2017 288.2 セ

たけし、さんま、所の「すごい」仕事現場（小学館新書　297） 吉川　圭三著 小学館 2017 699.6 ヨ

小さな会社でぼくは育つ（しごとのわ） 神吉　直人著 インプレス 2017 336 カ

追憶（小学館文庫　あ36-1） 青島　武著 小学館 2017 B 913 ア

月のぶどう 寺地　はるな著 ポプラ社 2017 913 テ

椿油のすごい力　ヘアケア、スキンケアから、料理、もののお手入れまで 佐光　紀子著 PHP研究所 2017 576.1 サ

テレビじゃ言えない（小学館新書　292） ビートたけし著 小学館 2017 49 ビ

天華の剣　文庫書下ろし＆オリジナル／長編時代小説（光文社文庫　か1-110） 上 門田　泰明著 光文社 2017 B 913 カ

天華の剣　文庫書下ろし＆オリジナル／長編時代小説（光文社文庫　か1-111） 下 門田　泰明著 光文社 2017 B 913 カ



天上の葦 上 太田　愛著 KADOKAWA 2017 913 オ

天上の葦 下 太田　愛著 KADOKAWA 2017 913 オ

毒舌の作法　あなたの“武器”となる話し方＆書き方、教えます（ワニブックス｜PLUS｜新書　185） 吉川　潮著 ワニ・プラス 2017 914 ヨ

ドケチな広島、クレバーな日ハム、どこまでも特殊な巨人　球団経営がわかればプロ野球がわかる（星海社新書　105） 伊藤　歩著 星海社 2017 783.7 イ

「とりあえず」は英語でなんと言う？　Eigo　with　Luke（だいわ文庫　334-1E） ルーク・タニクリフ著大和書房 2016 B 837.8 タ

永遠（とわ）のPL学園　六〇年目のゲームセット 柳川　悠二著 小学館 2017 783.7 ヤ

どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺　和子著 PHP研究所 2017 159.6 ワ

なぜ南武線で失くしたスマホがジャカルタにあったのか　「鉄道最前線」ベストセレクション 東洋経済オンライン編集英社 2017 686 ナ

新潟県知事選では、どうして大逆転がおこったのか。　原発再稼働の是非 横田　一著 七つ森書館 2017 318.2 ヨ

日本人として知っておきたい「世界激変」の行方（PHP新書　1076） 中西　輝政著 PHP研究所 2017 319 ナ

信長と弥助　本能寺を生き延びた黒人侍 ロックリー・トーマス著太田出版 2017 289.1 ヤ

母娘（ははこ）問題　オトナの親子 おぐら　なおみ著中央公論新社 2017 367.3 ハ

バラ色の未来 真山　仁著 光文社 2017 913 マ

ひよっこ　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part1 岡田　惠和作 NHK出版 2017 778.8 ヒ

ひよっこ（NHK連続テレビ小説） 上 岡田　惠和作 NHK出版 2017 913 ク

ぼくの死体をよろしくたのむ 川上　弘美著 小学館 2017 913 カ

骨を彩る 彩瀬　まる著 幻冬舎 2013 913 ア

本所おけら長屋（PHP文芸文庫　は3-9） 8 畠山　健二著 PHP研究所 2017 B 913 ハ

まいにちを味わう 吉沢　久子著 あさ出版 2017 914 ヨ

報い（ハルキ文庫　と5-8） 堂場　瞬一著 角川春樹事務所 2017 B 913 ド

無貌の神 恒川　光太郎著 KADOKAWA 2017 913 ツ

やめるときも、すこやかなるときも 窪　美澄著 集英社 2017 913 ク

やわらかく、飲み込みやすい高齢者の食事メニュー122 中村　育子監修 ナツメ社 2017 498.5 ヤ

誘拐症候群　新装版（双葉文庫　ぬ-01-05） 貫井　徳郎著 双葉社 2014 B 913 ヌ

世の中それほど不公平じゃない　最初で最後の人生相談（集英社文庫　あ36-26） 浅田　次郎著 集英社 2017 B 914 ア

乱読のセレンディピティ　思いがけないことを発見するための読書術（扶桑社文庫　と8-1） 外山　滋比古著 扶桑社 2016 B 19 ト



老後ぐらい好きにさせてよ　楽しい時間は、「自分流」に限る！ 野末　陳平著 青春出版社 2017 367.7 ノ

笑って、泣いて、考えて。　永六輔の尽きない話 永　六輔述 小学館 2016 914 エ

2017  ５月新着本

あなたは、誰かの大切な人 原田　マハ著 講談社 2014 913 ハ

あのころ、早稲田で 中野　翠著 文藝春秋 2017 914 ナ

暗手 馳　星周著 KADOKAWA 2017 913 ハ

一年中楽しめるおりがみ壁飾り　指先を使っていきいき！ 堀込　好子著 日本ヴォーグ社 2017 754.9 ホ

犬から聞いた素敵な話　喜びのかけ算、悲しみのわり算 山口　花著 東邦出版 2017 913 ヤ

今だけのあの子（創元推理文庫　Mあ-17-1） 芦沢　央著 東京創元社 2017 B 913 ア

王妃たちの最期の日々 上 ジャン＝クリストフ・ビュイッソン編原書房 2017 288.4 オ

王妃たちの最期の日々 下 ジャン＝クリストフ・ビュイッソン編原書房 2017 288.4 オ

男の子にも女の子にも、作ってあげたい服（Heart　Warming　Life　Series） 美濃羽　まゆみ著日本ヴォーグ社 2017 593.3 ミ

かがみの孤城 辻村　深月著 ポプラ社 2017 913 ツ

カナダ歴史街道をゆく 上原　善広著 文藝春秋 2017 295.1 ウ

河口湖・山中湖　富士山（まっぷるマガジン） ’18 昭文社 2017 291.5 カ

愚者の毒（祥伝社文庫　う6-2） 宇佐美　まこと著祥伝社 2016 B 913 ウ

グアム（まっぷるマガジン） 2018 昭文社 2017 297.4 グ

劇場 又吉　直樹著 新潮社 2017 913 マ

検察側の罪人（文春文庫　し60-1） 上 雫井　脩介著 文藝春秋 2017 B 913 シ

検察側の罪人（文春文庫　し60-2） 下 雫井　脩介著 文藝春秋 2017 B 913 シ

子育てのイライラ・怒りにもう振り回されない本　お母さんのためのアンガーマネジメント入門篠　真希著 すばる舎 2017 367.3 シ

この嘘がばれないうちに 川口　俊和著 サンマーク出版 2017 913 カ

最愛の子ども 松浦　理英子著 文藝春秋 2017 913 マ

さらば愛しき魔法使い 東川　篤哉著 文藝春秋 2017 913 ヒ

幸せのありか（PHP文庫　わ1-11） 渡辺　和子著 PHP研究所 2017 B 198.2 ワ

滋賀・びわ湖　長浜・彦根・大津（まっぷるマガジン） ’18 昭文社 2017 291.6 シ



死体格差　解剖台の上の「声なき声」より 西尾　元著 双葉社 2017 498.9 ニ

凄腕 永瀬　隼介著 文藝春秋 2017 913 ナ

スポットライトをぼくらに（文春文庫　あ43-19） あさの　あつこ著文藝春秋 2017 B 913 ア

瀬戸の島旅しまなみ海道＋17島めぐり エス・ピー・シー編著西日本出版社 2017 291.7 セ

戦国の合戦と武将の絵事典　見て楽しむ 高橋　伸幸著 成美堂出版 2017 210.4 タ

たった5日間であがり症・話し下手でも「いいスピーチ」ができる　朝礼・会議・プレゼン・営業で使える「話し方のコツ」松本　幸夫著 現代書林 2017 809.4 マ

団塊の後　三度目の日本 堺屋　太一著 毎日新聞出版 2017 913 サ

ちょっと今から仕事やめてくる（メディアワークス文庫　き5-1） 北川　恵海著 KADOKAWA 2015 B 913 キ

敵の名は、宮本武蔵 木下　昌輝著 KADOKAWA 2017 913 キ

できることを取り戻す魔法の介護 長谷工シニアホールディングスにやりほっと探検隊著ポプラ社 2017 369.2 デ

冬雷 遠田　潤子著 東京創元社 2017 913 ト

遠く海より来たりし者 暖　あやこ著 新潮社 2017 913 ダ

どこかでベートーヴェン 中山　七里著 宝島社 2016 913 ナ

十津川警部犯人は京阪宇治線に乗った（小学館文庫　に16-10） 西村　京太郎著 小学館 2017 B 913 ニ

日本文学全集　近現代作家集　2 27 池澤　夏樹個人編集河出書房新社 2017 918 ニ

はじめてママ＆パパのしつけと育脳　0-3才までに絶対しておきたい「脳育て」のコツがよくわかる！（実用No．1）成田　奈緒子監修主婦の友社 2017 599.9 ハ

ひとめぼれ（「まんまこと」シリーズ　6） 畠中　恵著 文藝春秋 2017 913 ハ

フェルトと遊ぶ　切って！貼って！刺しゅうをする ピエニシエニ著 マガジンランド 2017 594 ピ

降り積もる光の粒 角田　光代著 文藝春秋 2014 914 カ

僕が殺した人と僕を殺した人 東山　彰良著 文藝春秋 2017 913 ヒ

星に願いを、そして手を。 青羽　悠著 集英社 2017 913 ア

マンガ自営業の老後 上田　惣子著 文響社 2017 335 ウ

ミツバチと暮らす　ミツバチの飼い方がよ～くわかる！（自然暮らしの本） 藤原　誠太著 地球丸 2017 647 フ

看取りのお医者さん（MF　comic　essay） CBCラジオ原案 KADOKAWA 2017 498 ミ

みみずくは黄昏に飛びたつ　Haruki　Murakami　A　Long，Long　Interview 川上　未映子訊く新潮社 2017 910 ム

やすらぎの郷　第1話～第45話 上 倉本　聰著 双葉社 2017 912 ク



夜の谷を行く 桐野　夏生著 文藝春秋 2017 913 キ

リーチ先生 原田　マハ著 集英社 2016 913 ハ

るるぶ山形　鶴岡　酒田　米沢　蔵王（るるぶ情報版） ’18 JTBパブリッシング 2017 291.2 ル

るるぶ東京の農業林業水産業（るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2017 291.3 ル

るるぶ伊勢志摩（るるぶ情報版） ’18 JTBパブリッシング 2017 291.5 ル

るるぶ浜松浜名湖三河（るるぶ情報版） ’18 JTBパブリッシング]2017 291.5 ル

わが家で最期を。　家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない50の心得 千場　純著 小学館 2017 490.1 チ

我らがパラダイス 林　真理子著 毎日新聞出版 2017 913 ハ

2017  ６月新着本

アキラとあきら（徳間文庫　い49-2） 池井戸　潤著 徳間書店 2017 B 913 イ

諦めない女 桂　望実著 光文社 2017 913 カ

甘酒で作る麹のおいしいおかず＆スイーツ　白砂糖なし、乳製品なし、卵なし 小紺　有花著 河出書房新社 2017 596 コ

暗殺者、野風 武内　涼著 KADOKAWA 2017 913 タ

犬が来る病院　命に向き合う子どもたちが教えてくれたこと 大塚　敦子著 KADOKAWA 2016 493.9 オ

いのち売り候　銭神剣法無頼流（角川文庫　時-と7-20） 鳥羽　亮著 KADOKAWA 2017 B 913 ト

嘘が見える僕は、素直な君に恋をした（双葉文庫　さ-43-01） 桜井　美奈著 双葉社 2017 B 913 サ

有頂天家族　二代目の帰朝（幻冬舎文庫　も-12-3） 2 森見　登美彦著 幻冬舎 2017 B 913 モ

英訳付きニッポンの名前図鑑　和食・年中行事 服部　幸應監修 淡交社 2017 383.8 エ

江戸城天下普請の謎　最古級の絵図でわかった家康築城時の姿（別冊宝島　2578） 菅野　俊輔監修 宝島社 2017 521.8 エ

おいしいお漬けものと梅干し　ささっと作れる即席漬けから本格的なぬか漬け、梅干しまで（ブティック・ムック　1360）杵島　直美監修 ブティック社 2017 596.3 オ

老いるほど血管が強くなる健康法 南　和友著 アチーブメント出版 2016 498.3 ミ

屋上のテロリスト（光文社文庫　ち5-2） 知念　実希人著 光文社 2017 B 913 チ

織田信長　不器用すぎた天下人 金子　拓著 河出書房新社 2017 289.1 オ

オトナ女子の気くばり帳　相手もよろこぶ私もうれしい 気くばり調査委員会編サンクチュアリ出版 2017 159.6 オ

おんな城主直虎（NHK大河ドラマ・ストーリー） 後編 NHK出版 2017 778.8 オ

女と男の品格。 伊集院　静著 文藝春秋 2017 914 イ



女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原　理恵子著 KADOKAWA 2017 914 サ

怪物商人（PHP文芸文庫　え1-4） 江上　剛著 PHP研究所 2017 B 913 エ

カブールの園 宮内　悠介著 文藝春秋 2017 913 ミ

カマタノコトバ　内向きになるな 鎌田　實著 悟空出版 2017 914 カ

カラス屋の双眼鏡（ハルキ文庫　ま15-1） 松原　始著 角川春樹事務所 2017 B 488.9 マ

感じる経済学　コンビニでコーヒーが成功して、ドーナツがダメな理由 加谷　珪一著 SBクリエイティブ 20147 330.4 カ

消えてなくなっても（角川文庫　や50-2） 椰月　美智子著 KADOKAWA 2017 B 913 ヤ

今日のハチミツ、あしたの私 寺地　はるな著 角川春樹事務所 2017 913 テ

共謀罪の何が問題か（岩波ブックレット　No．966） 高山　佳奈子著 岩波書店 2017 326.8 タ

組み方を楽しむエコクラフトのかご作り 荒関　まゆみ著 朝日新聞出版 2017 754.9 ア

クレマチス（NHK趣味の園芸） 金子　明人著 NHK出版 2017 627.5 カ

ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）（新潮文庫nex　な-93-1） 1 七月　隆文著 新潮社 2015 B 913 ナ

ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）（新潮文庫nex　な-93-2） 2 七月　隆文著 新潮社 2017 B 913 ナ

御所のお庭 宮内庁協力 扶桑社 2010 472.1 ゴ

子どもと一緒に覚えたい道草の名前（momo　book） 稲垣　栄洋監修 マイルスタッフ 2017 470 コ

錆びた太陽 恩田　陸著 朝日新聞出版 2017 913 オ

じごくゆきっ 桜庭　一樹著 集英社 2017 913 サ

死ぬのもたいへんだ 曽野　綾子著 青志社 2017 914 ソ

死ぬまで元気で楽しく食べられる・話せる最強の「お口ケア」　歯だけではない口の中の乾燥・炎症・痛み・雑菌、唾液の減少、嚥下障害、睡眠時無呼吸症候群周東　寛著 コスモ21 2017 497.9 シ

忍びの国　オリジナル脚本 和田　竜著 新潮社 2017 912 ワ

死への招待状（角川文庫　に4-25） 西村　京太郎著 KADOKAWA 2017 B 913 ニ

ジャングルの儀式　新装版（角川文庫　お13-54） 大沢　在昌著 KADOKAWA 2017 B 913 オ

宿命と真実の炎 貫井　徳郎著 幻冬舎 2017 913 ヌ

小説創業社長死す 高杉　良著 KADOKAWA 2015 913 タ

女系の教科書 藤田　宜永著 講談社 2017 913 フ

シリコンバレー式頭と心を整えるレッスン　人生が豊かになるマインドフルライフ 木蔵シャフェ君子著講談社 2017 498.3 ボ



信州ベストプラン（まっぷるマガジン） 2017 昭文社 2017 291.5 シ

人生の終い方　自分と大切な人のためにできること NHKスペシャル取材班著講談社 2017 281 ジ

水壁　アテルイを継ぐ男 高橋　克彦著 PHP研究所 2017 913 タ

図解わかる年金　国民年金　厚生年金保険　共済組合 2017-2018年版中尾　幸村著 新星出版社 2017 364.6 ナ

図解だからわかりやすい家庭果樹の育て方＆剪定のコツ　100種類もの木の手入れが自分でできる主婦の友社編 主婦の友社 2017 625 ズ

すぐれものポーチ　基本の形、用途に合わせて使いやすい便利でかわいいポーチ65点 日本ヴォーグ社 2017 594.7 ス

ずっと好きな服。　一つのパターンから、かんたんアレンジいろいろ Quoi？Quoi？著 文化学園文化出版局 2017 593.3 コ

スマホ廃人（文春新書　1126） 石川　結貴著 文藝春秋 2017 7.3 イ

成功する人は偶然を味方にする　運と成功の経済学 ロバート・H．フランク著日本経済新聞出版社 2017 331 フ

狭くても使いやすい台所　悪条件をプラスに変えた 主婦と生活社 2017 596.9 セ

「大丈夫」がわかると、人生は必ずうまくいく！（サンマーク文庫　さ-1-7） 斎藤　一人著 サンマーク出版 2017 B 159 サ

男尊女子 酒井　順子著 集英社 2017 914 サ

小さき生きものたちの国で 中村　桂子著 青土社 2017 460.4 ナ

違いがわかるはじめての五七五「俳句・川柳」上達のポイント（コツがわかる本） 上野　貴子監修 メイツ出版 2017 911 チ

茶碗継ぎの恋　編集者風見菜緒の推理（ハルキ文庫　か15-1） 鏑木　蓮著 角川春樹事務所 2017 B 913 カ

ちりめん細工の小さな袋と小箱 井上　重義監修 朝日新聞出版 2017 594.7 チ

東芝解体　電機メーカーが消える日（講談社現代新書　2426） 大西　康之著 講談社 2017 540.9 オ

つらい更年期障害をしっかり乗り越える方法　女性ホルモンの攻略による40代からの更年期対策対馬　ルリ子著 ナショナル出版 2017 495.1 ツ

つわもの長屋十三人の刺客（ハルキ文庫　に9-3） 新美　健著 角川春樹事務所 2017 B 913 ニ

定年後　50歳からの生き方、終わり方（中公新書　2431） 楠木　新著 中央公論新社 2017 367.7 ク

天下人の父・織田信秀　信長は何を学び、受け継いだのか（祥伝社新書　501） 谷口　克広著 祥伝社 2017 289.1 オ

デンジャラス 桐野　夏生著 中央公論新社 2017 913 キ

東大式タネなし手品ベスト30　楽しく脳を活性化！ 東京大学奇術愛好会監修主婦の友社 2017 779.3 ト

ドクター・デスの遺産 中山　七里著 KADOKAWA 2017 913 ナ

独立記念日（PHP文芸文庫　は2-1） 原田　マハ著 PHP研究所 2012 B 913 ハ

ナオミとカナコ 奥田　英朗著 幻冬舎 2014 913 オ



名古屋（まっぷるマガジン） ’18 昭文社 2017 291.5 ナ

虹色のチョーク　働く幸せを実現した町工場の奇跡 小松　成美著 幻冬舎 2017 589.7 コ

はじめてママでも作れるベビー服とこもの　新生児から80cmサイズのベビーに！！（レディブティックシリーズ　4386）ブティック社 2017 593.3 ハ

働く人のためのアドラー心理学　「もう疲れたよ…」にきく8つの習慣（朝日文庫　い86-1）岩井　俊憲著 朝日新聞出版 2016 B 146.8 イ

八朔の雪（ハルキ文庫　た19-1） 高田　郁著 角川春樹事務所 2009 B 913 タ

引き寄せのコツ　運がよくなる96のきっかけ 植西　聰著 自由国民社 2017 159 ウ

ひだゴハン　飛田和緒さんの「ご飯」レシピ 飛田　和緒著 東京書籍 2017 596.3 ヒ

人質オペラ 荒木　源著 講談社 2017 913 ア

夫婦の中のよそもの エミール・クストリッツァ著集英社 2017 989 ク

フォークロアの鍵 川瀬　七緒著 講談社 2017 913 カ

ふたつのしるし（幻冬舎文庫　み-31-1） 宮下　奈都著 幻冬舎 2017 B 913 ミ

プロ野球・二軍の謎（幻冬舎新書　た-21-1） 田口　壮著 幻冬舎 2017 783.7 タ

勉強の哲学　来たるべきバカのために 千葉　雅也著 文藝春秋 2017 2 チ

星の子 今村　夏子著 朝日新聞出版 2017 913 イ

本当は怖ろしい韓国の歴史 豊田　隆雄著 彩図社 2017 B 221 ト

松ノ内家の居候 瀧羽　麻子著 中央公論新社 2017 913 タ

ママ、死にたいなら死んでもいいよ　娘のひと言から私の新しい人生が始まった 岸田　ひろ実著 致知出版社 2017 289.1 キ

ミステリ国の人々 有栖川　有栖著 日本経済新聞出版社 2017 902 ア

水やりはいつも深夜だけど 窪　美澄著 KADOKAWA 2014 913 ク

道の駅旅案内全国地図　特集旅コレクション！ 平成29年度版 ゼンリン 2017 291 ミ

三つの悪夢と階段室の女王 増田　忠則著 双葉社 2017 913 マ

昔ながらの知恵で暮らしを楽しむ家しごと 山田　奈美著 エクスナレッジ 2017 590 ヤ

遊行を生きる　悩み、迷う自分を劇的に変える124の言葉 鎌田　實著 清流出版 2017 914 カ

ユダヤから学んだモノの売り方 立川　光昭著 秀和システム 2017 675 タ

嫁をやめる日 垣谷　美雨著 中央公論新社 2017 913 カ

よるのふくらみ 窪　美澄著 新潮社 2014 913 ク



読んで楽しむ百人一首 吉海　直人著 KADOKAWA 2017 911 ヨ

楽園 夜釣　十六著 筑摩書房 2017 913 ヨ

リバース（講談社文庫　み67-1） 湊　かなえ著 講談社 2017 B 913 ミ

るるぶ新潟佐渡（るるぶ情報版） ’18 JTBパブリッシング 2017 291.4 ル

るるぶ安曇野松本白馬（るるぶ情報版） ’18 JTBパブリッシング 2017 291.5 ル

るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道（るるぶ情報版） ’18 JTBパブリッシング 2017 291.6 ル

若葉の宿 中村　理聖著 集英社 2017 913 ナ

私に似た人 貫井　徳郎著 朝日新聞出版 2014 913 ヌ

2017  ７月新着本

I　Love　Father　書き下ろしミステリーアンソロジー 冲方　丁著 宝島社 2017 913 ア

悪左府の女 伊東　潤著 文藝春秋 2017 913 イ

あなたならどうする 井上　荒野著 文藝春秋 2017 913 イ

ある奴隷少女に起こった出来事 ハリエット・アン・ジェイコブズ著大和書房 2013 289.3 ジ

小倉昌男　祈りと経営　ヤマト「宅急便の父」が闘っていたもの 森　健著 小学館 2016 289.1 オ

大人の男の遊び方 伊集院　静著 双葉社 2014 914 イ

おんな城主直虎（NHK大河ドラマ・ストーリー） 前編 NHK出版 2017 778.8 オ

おんな城主直虎 2 森下　佳子作 NHK出版 2017 913 ト

おんな城主直虎 3 森下　佳子作 NHK出版 2017 913 ト

風と共にゆとりぬ 朝井　リョウ著 文藝春秋 2017 914 ア

神様たちのお伊勢参り（双葉文庫　た-46-04） 竹村　優希著 双葉社 2017 B 913 タ

黒い波紋 曽根　圭介著 朝日新聞出版 2017 913 ソ

薫風ただなか あさの　あつこ著KADOKAWA 2017 913 ア

警察手帳（新潮新書　707） 古野　まほろ著 新潮社 2017 317.7 フ

荒神（新潮文庫　み-22-31） 宮部　みゆき著 新潮社 2017 B 913 ミ

声なき叫び 小杉　健治著 双葉社 2017 913 コ

コップの中の医療村　院内政治と人間心理（JMP選書　1） 中村　哲生著 日本医療企画 2017 498.1 ナ



古都再見 葉室　麟著 新潮社 2017 914 ハ

婚活探偵 大門　剛明著 双葉社 2017 913 ダ

笹の舟で海をわたる（新潮文庫　か-38-13） 角田　光代著 新潮社 2017 B 913 カ

真田四代と信繁（平凡社新書　793） 丸島　和洋著 平凡社 2015 288.3 マ

死ねない老人 杉浦　敏之著 幻冬舎メディアコンサルティング2017 367.7 ス

Jimmy（文春文庫　あ75-1） 明石家　さんま原作文藝春秋 2017 B 913 マ

象徴天皇制の成立　昭和天皇と宮中の「葛藤」（NHKブックス　1244） 茶谷　誠一著 NHK出版 2017 313.6 チ

商売は地域とともに　神田百年企業の足跡 神田学会編 東京堂出版 2017 335.2 シ

ショッピングモールから考える　ユートピア・バックヤード・未来都市（幻冬舎新書　あ-11-1）東　浩紀著 幻冬舎 2016 673.8 ア

スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治著 サンマーク出版 2017 498.3 ニ

ずぼらヨガ　自律神経どこでもリセット！ 崎田　ミナ著 飛鳥新社 2017 498.3 サ

政略結婚 高殿　円著 KADOKAWA 2017 913 タ

旅するように生きてみたら　お金と時間から自由になる20の方法 有川　真由美著 毎日新聞出版 2017 159 ア

誰もボクを見ていない　なぜ17歳の少年は、祖父母を殺害したのか 山寺　香著 ポプラ社 2017 368.7 ヤ

ちょっと理系な育児 母乳育児篇牧野　すみれ著 京阪神エルマガジン社2017 493.9 マ

天、共に在り　アフガニスタン三十年の闘い 中村　哲著 NHK出版 2013 333.8 ナ

とっておきの美智子さま　「平凡」が見た若き日の素顔 渡邉　みどり監修マガジンハウス 2016 288.4 ト

とんでもない奴（管見妄語） 藤原　正彦著 新潮社 2014 914 フ

どんぶらこ いとう　せいこう著河出書房新社 2017 913 イ

泣き虫先生、幽霊を退治する　書き下ろし長編時代小説（双葉文庫　ほ-09-08） 誉田　龍一著 双葉社 2017 B 913 ホ

泣き虫先生、江戸にあらわる　書き下ろし長編時代小説（双葉文庫　ほ-09-07） 誉田　龍一著 双葉社 2017 B 913 ホ

なんとめでたいご臨終 小笠原　文雄著 小学館 2017 498 オ

二千七百の夏と冬 下 荻原　浩著 双葉社 2014 913 オ

二千七百の夏と冬 上 荻原　浩著 双葉社 2014 913 オ

日本文学全集　近現代作家集　3 28 池澤　夏樹個人編集河出書房新社 2017 918 ニ

パーマネント神喜劇 万城目　学著 新潮社 2017 913 マ



肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山　耕一郎著 飛鳥新社 2017 491.3 ニ

BUTTER 柚木　麻子著 新潮社 2017 913 ユ

ハッチとマーロウ 青山　七恵著 小学館 2017 913 ア

花しぐれ（御薬園同心水上草介　3） 梶　よう子著 集英社 2017 913 カ

母ではなくて、親になる 山崎　ナオコーラ著河出書房新社 2017 914 ヤ

避難所 垣谷　美雨著 新潮社 2014 913 カ

100回泣いても変わらないので恋することにした。（新潮文庫nex　ほ-21-23） 堀川　アサコ著 新潮社 2017 B 913 ホ

病巣　巨大電機産業が消滅する日 江上　剛著 朝日新聞出版 2017 913 エ

標的 真山　仁著 文藝春秋 2017 913 マ

ファット・キャット・アート　デブ猫、名画を語る スヴェトラーナ・ペトロヴァ＆ツァラトゥストラ著エクスナレッジ 2017 727 ペ

僕と先生（双葉文庫　さ-34-02） 坂木　司著 双葉社 2017 B 913 サ

ぼくの村は壁で囲まれた　パレスチナに生きる子どもたち 高橋　真樹著 現代書館 2017 228.5 タ

増山超能力師大戦争 誉田　哲也著 文藝春秋 2017 913 ホ

真夏の島に咲く花は（中公文庫　か74-5） 垣根　涼介著 中央公論新社 2017 B 913 カ

豆の上で眠る（新潮文庫　み-56-2） 湊　かなえ著 新潮社 2017 B 913 ミ

満月の泥枕 道尾　秀介著 毎日新聞出版 2017 913 ミ

明治ガールズ　富岡製糸場で青春を 藤井　清美著 KADOKAWA 2017 913 フ

妄信　相模原障害者殺傷事件 朝日新聞取材班著朝日新聞出版 2017 369.2 モ

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット 佐久間　健一著 サンマーク出版 2017 595 サ

モノクロの君に恋をする（新潮文庫nex　さ-88-1） 坂上　秋成著 新潮社 2017 B 913 サ

もののふ莫迦（中公文庫　な65-6） 中路　啓太著 中央公論新社 2017 B 913 ナ

やってはいけない眠り方（青春新書PLAY　BOOKS　P-1089） 三島　和夫著 青春出版社 2017 498.3 ミ

よっぽどの縁ですね　迷いが晴れる心の授業（CD　BOOK） 大谷　徹奘著 小学館 2017 188.2 オ

竜宮城と七夕さま 浅田　次郎著 小学館 2017 914 ア

ワンオペ育児　わかってほしい休めない日常 藤田　結子著 毎日新聞出版 2017 367.2 フ

2017  ８月新着本



あかんべえ（大活字本シリーズ） 上 宮部　みゆき著 埼玉福祉会 2016 913 ミ

あかんべえ（大活字本シリーズ） 中 宮部　みゆき著 埼玉福祉会 2016 913 ミ

あかんべえ（大活字本シリーズ） 下 宮部　みゆき著 埼玉福祉会 2016 913 ミ

あなただけじゃないんです 瀬戸内　寂聴著 自由国民社 2017 914 セ

あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ著ポプラ社 2017 726.5 ヨ

石つぶて　警視庁二課刑事の残したもの 清武　英利著 講談社 2017 326.2 キ

1ランクアップのための俳句特訓塾 ひらの　こぼ著 草思社 2017 911 ヒ

一生に一度は行きたい日本の古寺100選（TJ　MOOK） 宝島社 2017 185.9 イ

弥栄の烏（八咫烏シリーズ　6） 阿部　智里著 文藝春秋 2017 913 ア

うちの子は字が書けない　発達性読み書き障害の息子がいます 千葉　リョウコ著ポプラ社 2017 378 チ

宇宙飛行士になるには（なるにはBOOKS　109） 漆原　次郎著 ぺりかん社 2014 538.9 ウ

うなぎ女子 加藤　元著 光文社 2017 913 カ

江戸のベストセラー 清丸　惠三郎著 洋泉社 2017 23.1 セ

MM 市川　拓司著 小学館 2017 913 イ

忍物語（講談社BOX） 西尾　維新著 講談社 2017 913 ニ

会計は一粒のチョコレートの中に 林　總著 総合法令出版 2017 336.9 ハ

介護福祉士になるには（なるにはBOOKS　100） 渡辺　裕美編著 ぺりかん社 2015 369.1 ワ

介護危機　「数字」と「現場」の処方箋 宮本　剛宏著 プレジデント社 2017 369.2 ミ

階段を下りる女（CREST　BOOKS） ベルンハルト・シュリンク著新潮社 2017 943 シ

顔ニモマケズ　どんな「見た目」でも幸せになれることを証明した9人の物語 水野　敬也著 文響社 2017 916 ミ

影裏 沼田　真佑著 文藝春秋 2017 913 ヌ

霞と飛燕（講談社文庫　と30-35） 鳥羽　亮著 講談社 2017 B 913 ト

学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300（なるにはBOOKS　別巻） 東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会編著ぺりかん社 2017 19.5 ガ

観応の擾乱　室町幕府を二つに裂いた足利尊氏・直義兄弟の戦い（中公新書　2443） 亀田　俊和著 中央公論新社 2017 210.4 カ

韓国新大統領文在寅とは何者か　変わる日韓関係を読む 澤田　克己著 祥伝社 2017 312.2 サ

簡単！住まいのDIYマニュアル　水回り〈単水栓・混合栓〉〈トイレ〉　キッチンやトイレの水回り修理はこの1冊でOKスタジオタッククリエイティブ2017 528.1 カ



危険生物ファーストエイドハンドブック 海編 武蔵野自然塾編 文一総合出版 2017 481.9 キ

義肢装具士になるには（なるにはBOOKS　146） 益田　美樹著 ぺりかん社 2017 498.1 マ

気象予報士・予報官になるには（なるにはBOOKS　144） 金子　大輔著 ぺりかん社 2016 451.2 カ

奇跡の歌　戦争と望郷とペギー葉山 門田　隆将著 小学館 2017 767.8 カ

きものの仕立て方　職人に学ぶ、あわせ長着・長襦袢、綿入れはんてん・ちゃんちゃんこ続 小田　美代子著 文化学園文化出版局 2017 593.1 オ

逆流（双葉文庫　さ-32-05） 笹本　稜平著 双葉社 2017 B 913 サ

京都の壁（京都しあわせ倶楽部） 養老　孟司著 PHP研究所 2017 291.6 ヨ

首折り男のための協奏曲 伊坂　幸太郎著 新潮社 2014 913 イ

暗闇のアリア 真保　裕一著 KADOKAWA 2017 913 シ

警視庁生きものがかり 福原　秀一郎著 講談社 2017 317.7 フ

潔白 青木　俊著 幻冬舎 2017 913 ア

ゲンゴロウ・ガムシ・ミズスマシハンドブック（水生昆虫　1） 三田村　敏正著 文一総合出版 2017 486.6 ゲ

現代危機管理論　現代の危機の諸相と対策 前田　雅英編集代表立花書房 2017 369.3 ゲ

古希に乾杯！ヨレヨレ人生も、また楽し 弘兼　憲史著 海竜社 2017 159 ヒ

国家公務員になるには（なるにはBOOKS　20） 井上　繁編著 ぺりかん社 2015 317.3 イ

524人の命乞い　日航123便乗客乗員怪死の謎 小田　周二著 文芸社 2017 687.7 オ

怖くて眠れなくなる植物学 稲垣　栄洋著 PHPエディターズ・グループ2017 470.4 イ

さいとう市立さいとう高校野球部　おれが先輩？ 3 あさの　あつこ著講談社 2017 913 ア

嵯峨野花譜 葉室　麟著 文藝春秋 2017 913 ハ

作業療法士になるには（なるにはBOOKS　97） 濱口　豊太編著 ぺりかん社 2014 498.1 ハ

サザンオールスターズ1978-1985（新潮新書　724） スージー鈴木著 新潮社 2017 767.8 ス

真田騒動　恩田木工（大活字本シリーズ） 上 池波　正太郎著 埼玉福祉会 2017 913 イ

真田騒動　恩田木工（大活字本シリーズ） 下 池波　正太郎著 埼玉福祉会 2017 913 イ

歯科医師になるには（なるにはBOOKS　86） 笹田　久美子著 ぺりかん社 2017 498.1 サ

時刻表探検　数字に秘められた謎を解く（旅鉄BOOKS　001） 「旅と鉄道」編集部編天夢人 2017 686.5 ジ

ジゼルの叫び 雛倉　さりえ著 新潮社 2017 913 ヒ



「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由（ワケ） 汐街　コナ著 あさ出版 2017 498.8 シ

死ぬまで介護いらずで人生を楽しむ食べ方 新開　省二著 草思社 2017 498.5 シ

自分に「いいね！」ができるようになる本 玉井　仁著 清流出版 2017 146.8 タ

終電の神様（実業之日本社文庫　あ13-1） 阿川　大樹著 実業之日本社 2017 B 913 ア

祝言島 真梨　幸子著 小学館 2017 913 マ

昭和珍道具図鑑　便利生活への欲望 魚柄　仁之助著 青弓社 2017 580.2 ウ

助産師になるには（なるにはBOOKS　147） 加納　尚美編著 ぺりかん社 2017 498.1 カ

初段突破強くなる24のキーワード（NHK囲碁シリーズ） 村川　大介著 NHK出版 2017 795 ム

白髪のうた 市原　悦子著 春秋社 2017 775.1 イ

図解わかる生命保険 2017-2018年版ライフプラン研究会編著新星出版社 2017 339.4 ズ

「生活の木」の手作り石けんの基本　新版　はじめてでも、きちんとわかる 梅原　亜也子著 主婦の友社 2017 576.5 ウ

星座の図鑑　星座の探し方と神話がわかる 沼澤　茂美著 誠文堂新光社 2017 443.8 ヌ

青春は燃えるゴミではありません 村上　しいこ著 講談社 2017 913 ム

青年海外協力隊員になるには（なるにはBOOKS　51） 横山　和子著 ぺりかん社 2013 333.8 ヨ

生命保険とのつき合い方（岩波新書　新赤版　1567） 出口　治明著 岩波書店 2015 339.4 デ

世界に一つだけの深海水族館 石垣　幸二監修 成山堂書店 2016 480.7 セ

世界一まじめなおしっこ研究所　高校の先生が本気で教える！ 金子　大輔著 保育社 2017 491.3 カ

世界の最新医学が証明した究極の疲れないカラダ 仲野　広倫著 アチーブメント出版 2017 492.7 ナ

赤化統一で消滅する韓国連鎖制裁で瓦解する中国 室谷　克実著 徳間書店 2017 302.2 ム

せつない動物図鑑 ブルック・バーカー著ダイヤモンド社 2017 480.4 バ

仙石線殺人事件（FUTABA　NOVELS） 西村　京太郎著 双葉社 2017 913 ニ

戦国、夢のかなた 岡本　さとる著 角川春樹事務所 2017 913 オ

その「もの忘れ」はスマホ認知症だった　10万人の脳を診断した脳神経外科医が教える（青春新書INTELLIGENCE　PI-516）奥村　歩著 青春出版社 2017 498.3 オ

大遺言　祖父・永六輔の今を生きる36の言葉 永　拓実著 小学館 2017 289.1 エ

宝くじで1億円当たった人の末路 鈴木　信行著 日経BP社 2017 159 ス

小さな花束の本　new　edition　「作る、飾る、贈る」ためのカンタン、おしゃれな手法を集めました。小野木　彩香著 誠文堂新光社 2017 627.9 オ



小さいそれがいるところ　根室本線・狩勝の事件録（宝島社文庫　Cあ-20-1） 綾見　洋介著 宝島社 2017 B 913 ア

地方公務員になるには（なるにはBOOKS　65） 井上　繁編著 ぺりかん社 2015 318.3 イ

追想の探偵 月村　了衛著 双葉社 2017 913 ツ

捕まえて、食べる 玉置　標本著 新潮社 2017 664.6 タ

月の満ち欠け 佐藤　正午著 岩波書店 2017 913 サ

つくりおきレモン酢＆酢しょうがで血流がよくなる！毛細血管が増える！体中若返る！根来　秀行監修 日本文芸社 2017 498.5 ツ

東京の下町　新装版（文春文庫　よ1-55） 吉村　昭著 文藝春秋 2017 B 914 ヨ

動物看護師になるには　改訂版（なるにはBOOKS　90） 井上　こみち著 ぺりかん社 2017 649 イ

とるとだす（「しゃばけ」シリーズ　16） 畠中　恵著 新潮社 2017 913 ハ

トレブリンカの地獄　ワシーリー・グロスマン前期作品集 ワシーリー・グロスマン著みすず書房 2017 988 グ

翔んで埼玉（このマンガがすごい！comics） 魔夜　峰央著 宝島社 2015 726.1 マ

ナースコール！　こちら蓮田市リハビリテーション病院（ポプラ文庫　か11-1） 川上　途行著 ポプラ社 2017 B 913 カ

何者（新潮文庫　あ-78-1） 朝井　リョウ著 新潮社 2015 B 913 ア

「日経新聞」には絶対に載らない日本の大正解 高橋　洋一著 ビジネス社 2017 304 タ

日航123便墜落の新事実　目撃証言から真相に迫る 青山　透子著 河出書房新社 2017 687.7 ア

人間の経済（新潮新書　713） 宇沢　弘文著 新潮社 2017 331 ウ

ネメシスの使者 中山　七里著 文藝春秋 2017 913 ナ

信長嫌い 天野　純希著 新潮社 2017 913 ア

敗走千里　復刻版 陳　登元著 ハート出版 2017 923 チ

白村江の戦い　天智天皇の野望 三田　誠広著 河出書房新社 2017 913 ミ

はじめての東大寺　南大門、金剛力士、二月堂、法華堂、不空羂索観音（別冊宝島　2607） 宝島社 2017 188.3 ハ

八月十五日に吹く風（講談社文庫　ま73-17） 松岡　圭祐著 講談社 2017 B 913 マ

バッタを倒しにアフリカへ（光文社新書　883） 前野ウルド浩太郎著光文社 2017 486.4 マ

鳩の撃退法 上 佐藤　正午著 小学館 2014 913 サ

鳩の撃退法 下 佐藤　正午著 小学館 2014 913 サ

パドルの子 虻川　枕著 ポプラ社 2017 913 ア



バナナを逆からむいてみたら　人生の視点を変えるレッスン アーチャン・ブラーム著主婦の友社 2017 184 ア

母と子のためのハイキング＆キャンプ（CHIKYU-MARU　MOOK） 東　麻吏編・著 地球丸 2017 786 ヒ

浜名湖　愛と歴史（FUTABA　NOVELS） 西村　京太郎著 双葉社 2015 913 ニ

バランスごはん 有元　葉子著 東京書籍 2017 596 ア

美女は飽きない 林　真理子著 マガジンハウス 2017 914 ハ

100均手ぬぐいリメイクBOOK　詳しい作り方イラストつき（レディブティックシリーズ　4453） ブティック社 2017 594 ヒ

弘兼流60歳からの手ぶら人生 弘兼　憲史著 海竜社 2016 159 ヒ

福岡伸一、西田哲学を読む　生命をめぐる思索の旅 池田　善昭著 明石書店 2017 121.6 イ

浮遊霊ブラジル 津村　記久子著 文藝春秋 2016 913 ツ

変幻 今野　敏著 講談社 2017 913 コ

保育士になるには（なるにはBOOKS　16） 金子　恵美編著 ぺりかん社 2014 376.1 カ

保健師・養護教諭になるには（なるにはBOOKS　105） 山崎　京子監修 ぺりかん社 2017 498.1 ホ

ボコ・ハラム　イスラーム国を超えた「史上最悪」のテロ組織 白戸　圭一著 新潮社 2017 316.4 シ

螢草（大活字本シリーズ） 上 葉室　麟著 埼玉福祉会 2017 913 ハ

螢草（大活字本シリーズ） 下 葉室　麟著 埼玉福祉会 2017 913 ハ

マイホーム価値革命　2022年、「不動産」の常識が変わる（NHK出版新書　519） 牧野　知弘著 NHK出版 2017 365.3 マ

真夏の雷管　道警・大通警察署（道警シリーズ　8） 佐々木　譲著 角川春樹事務所 2017 913 サ

マンガでわかる！誰とでも15分以上会話がとぎれない！話し方 野口　敏著 すばる舎 2017 361.4 ノ

「道」で謎解き合戦秘史　信長・秀吉・家康の天下取り 跡部　蛮著 双葉社 2017 210.4 ア

明治乙女物語 滝沢　志郎著 文藝春秋 2017 913 タ

明治・妖（あやかし）モダン（朝日文庫　は45-1） 畠中　恵著 朝日新聞出版 2017 B 913 ハ

冥途のお客　夢か現か、現か夢か（大活字本シリーズ） 佐藤　愛子著 埼玉福祉会 2017 147 サ

名物テレビマンが、校長先生をやってみた 三島　由春著 双葉社 2017 370.4 ミ

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田　桂一著 宝島社 2017 913 カ

やすらぎの郷　第91話～第130話 下 倉本　聰著 双葉社 2017 912 ク

読み聞かせを活用したビブリオトーク　著者の言葉で伝えよう！ 笹倉　剛著 あいり出版 2017 19 サ



夜の橋（大活字本シリーズ） 上 藤沢　周平著 埼玉福祉会 2016 913 フ

夜の橋（大活字本シリーズ） 下 藤沢　周平著 埼玉福祉会 2016 913 フ

乱歩と清張 郷原　宏著 双葉社 2017 910 ゴ

るるぶ徳島鳴門祖谷渓（るるぶ情報版） 2017 JTBパブリッシング 2017 291.8 ル

るるぶにっぽんの水族館（JTBのMOOK） JTBパブリッシング 2017 480.7 ル

論理的思考力を鍛える33の思考実験 北村　良子著 彩図社 2017 116 キ

「わがまま」のつながり方 鎌田　實著 中央法規出版 2017 369.2 カ

わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本　理生著 幻冬舎 2017 913 シ

2017  ９月新着本

あずかりやさん　桐島くんの青春 2 大山　淳子著 ポプラ社 2016 913 オ

主の変容病院・挑発（スタニスワフ・レムコレクション） スタニスワフ・レム著国書刊行会 2017 989 レ

院長選挙 久坂部　羊著 幻冬舎 2017 913 ク

旨い！家（うち）カレー　カレー粉・スパイスではじめる 小宮山　雄飛著 朝日新聞出版 2016 596 コ

オトコの一理（集英社文庫　と23-10） 堂場　瞬一著 集英社 2017 B 914 ド

大人の語彙力が使える順できちんと身につく本　ひと言で知性があふれ出す 吉田　裕子著 かんき出版 2017 810.4 ヨ

介護はつらいよ（小学館文庫　お13-1） 大島　一洋著 小学館 2017 B 916 オ

風の向こうへ駆け抜けろ（小学館文庫　ふ1-1） 古内　一絵著 小学館 2017 B 913 フ

学校珍百景　「学校あるある」を問い直す 1 塩崎　義明編著 学事出版 2014 376.2 シ

がんばっても報われない本当の理由（PHP文庫　こ64-1） 心屋　仁之助著 PHP研究所 2017 B 159 コ

銀河鉄道の父 門井　慶喜著 講談社 2017 913 カ

ゲームの王国 上 小川　哲著 早川書房 2017 913 オ

ゲームの王国 下 小川　哲著 早川書房 2017 913 オ

結局、勝ち続けるアメリカ経済　一人負けする中国経済（講談社＋α新書　771-1C） 武者　陵司著 講談社 2017 332.5 ム

コースアゲイン（集英社文庫　き3-94） 北方　謙三著 集英社 2017 B 913 キ

蟋蟀（小学館文庫　く13-1） 栗田　有起著 小学館 2017 B 913 ク

告白　三島由紀夫未公開インタビュー 三島　由紀夫著 講談社 2017 914 ミ



50歳から人生を大逆転 心屋　仁之助著 PHP研究所 2017 159 コ

この世の春 上 宮部　みゆき著 新潮社 2017 913 ミ

この世の春 下 宮部　みゆき著 新潮社 2017 913 ミ

さよなら神様 麻耶　雄嵩著 文藝春秋 2014 913 マ

さらさら流る 柚木　麻子著 双葉社 2017 913 ユ

死神と道連れ（SUZUME　BUS） 赤川　次郎著 集英社 2017 913 ア

十三階の女 吉川　英梨著 双葉社 2017 913 ヨ

淳子のてっぺん 唯川　恵著 幻冬舎 2017 913 ユ

親友（小学館文庫　か47-1） 川端　康成著 小学館 2017 B 913 カ

末ながく、お幸せに あさの　あつこ著小学館 2017 913 ア

すごいトシヨリBOOK　トシをとると楽しみがふえる 池内　紀著 毎日新聞出版 2017 914 イ

スリー・アゲーツ　二つの家族（小学館文庫　こ26-2） 上 五條　瑛著 小学館 2017 B 913 ゴ

スリー・アゲーツ　二つの家族（小学館文庫　こ26-3） 下 五條　瑛著 小学館 2017 B 913 ゴ

大学病院の奈落 高梨　ゆき子著 講談社 2017 498.1 タ

中国バブルはなぜつぶれないのか 朱　寧著 日本経済新聞出版社 2017 332.2 シ

月たった2万円のふたりごはん 奥田　けい著 幻冬舎 2017 596 オ

つぼみ 宮下　奈都著 光文社 2017 913 ミ

冷たい飲み物はとるな。　病気にならない人が徹底していること 胡　伊拉著 幻冬舎 2017 498.3 フ

ディレクターズ・カット 歌野　晶午著 幻冬舎 2017 913 ウ

チームFについて あさの　あつこ著角川春樹事務所 2015 913 ア

哲学用語図鑑　中国・日本・英米（分析哲学）編 続 田中　正人著 プレジデント社 2017 100 タ

東京五輪後の日本経済　元日銀審議委員だから言える 白井　さゆり著 小学館 2017 332.1 シ

「東京Deep案内」が選ぶ首都圏住みたくない街 逢阪まさよし＋DEEP案内編集部著駒草出版 2017 361.7 オ

夏の情婦（小学館文庫　さ4-10） 佐藤　正午著 小学館 2017 B 913 サ

日本文学全集　源氏物語　上 4 池澤　夏樹個人編集河出書房新社 2017 918 ニ

「ねたままストレッチ」で腰痛は治る！　臨床研究で実証！80％以上が改善！ 山口　正貴著 集英社 2017 493.6 ヤ



バック・ステージ 芦沢　央著 KADOKAWA 2017 913 ア

花咲舞が黙ってない（中公文庫　い125-1） 池井戸　潤著 中央公論新社 2017 B 913 イ

盤上の向日葵 柚月　裕子著 中央公論新社 2017 913 ユ

ひかりの魔女 山本　甲士著 双葉社 2014 913 ヤ

ヒストリア 池上　永一著 KADOKAWA 2017 913 イ

人はなぜ「死ぬのが怖い」のか　霊魂や脳科学から解明する（講談社＋α文庫　F57-1）前野　隆司著 講談社 2017 B 114.2 マ

病気を遠ざける！1日1回日光浴　日本人は知らないビタミンDの実力（講談社＋α新書　773-1B）斎藤　糧三著 講談社 2017 492.5 サ

ひよっこ　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part2 岡田　惠和作 NHK出版 2017 778.8 ヒ

ひよっこ（NHK連続テレビ小説） 下 岡田　惠和作 NHK出版 2017 913 ク

武士の碑 伊東　潤著 PHP研究所 2015 913 イ

不祥事（実業之日本社文庫　い11-2） 池井戸　潤著 実業之日本社 2016 B 913 イ

鳳凰の船 浮穴　みみ著 双葉社 2017 913 ウ

水無月の墓（集英社文庫　こ11-32） 小池　真理子著 集英社 2017 B 913 コ

未来の年表　人口減少日本でこれから起きること（講談社現代新書　2431） 河合　雅司著 講談社 2017 334.3 カ

木曜日にはココアを 青山　美智子著 宝島社 2017 913 ア

森と木とスプーン　木製スプーンをこしらえるレシピ ジョシュア・ヴォーゲル著クロニクルブックス・ジャパン2016 754 ヴ

靖国神社が消える日 宮澤　佳廣著 小学館 2017 175.1 ミ

「やばいこと」を伝える技術　修羅場を乗り越え相手を動かすリスクコミュニケーション西澤　真理子著 毎日新聞出版 2017 361.4 ニ

やばい老人になろう　やんちゃでちょうどいい さだ　まさし著 PHP研究所 2017 914 サ

ルビンの壺が割れた 宿野　かほる著 新潮社 2017 913 ヤ

冷凍保存レシピBOOK　解凍テクがおいしさのコツ！ 鈴木　徹監修 朝日新聞出版 2017 596 レ

路地の子 上原　善広著 新潮社 2017 289.1 ウ

ワルツを踊ろう 中山　七里著 幻冬舎 2017 913 ナ

いちばんやさしいブロックチェーンの教本　人気講師が教えるビットコインを支える仕組み杉井　靖典著 インプレス 2017 7.6 ス

死ぬほど読書（幻冬舎新書　に-5-1） 丹羽　宇一郎著 幻冬舎 2017 19 ニ

生きていくあなたへ　105歳どうしても遺したかった言葉 日野原　重明著 幻冬舎 2017 159 ヒ



「好きなことだけやって生きていく」という提案　「これから活躍する人になる」34の方法角田　陽一郎著 アスコム 2017 159 カ

明日クビになっても大丈夫！ ヨッピー著 幻冬舎 2017 159 ヨ

知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード編著小学館 2017 210.7 ビ

吉本せい　笑いを商売に変えた吉本興業創業者の波乱の人生（三才ムック　Vol．967） 三才ブックス 2017 289.1 ヨ

美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田　ミリ著 幻冬舎 2017 290.9 マ

知ってはいけない　隠された日本支配の構造（講談社現代新書　2439） 矢部　宏治著 講談社 2017 319.1 ヤ

ビットコインとブロックチェーンの歴史・しくみ・未来 ニュー・サイエンティスト編集部著SBクリエイティブ 2017 338 ビ

最新ブロックチェーンがよ～くわかる本　ビットコインから学ぶ、ブロックチェーン！（図解入門）石黒　尚久著 秀和システム 2017 338 イ

日本殺人巡礼 八木澤　高明著 亜紀書房 2017 368.6 ヤ

幻の黒船カレーを追え 水野　仁輔著 小学館 2017 383.8 ミ

危険生物ファーストエイドハンドブック 陸編 武蔵野自然塾編 文一総合出版 2017 481.9 キ

パパは脳研究者　子どもを育てる脳科学 池谷　裕二著 クレヨンハウス 2017 599 イ

新しい分かり方 佐藤　雅彦著 中央公論新社 2017 757 サ

おんな城主直虎（NHK大河ドラマ・ストーリー） 完結編 NHK出版 2017 778.8 オ

わろてんか　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part1 吉田　智子作 NHK出版 2017 778.8 ワ

この世は落語（ちくま文庫　な19-4） 中野　翠著 筑摩書房 2017 B 779.1 ナ

難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてください！ スティーブ・ソレイシィ著文響社 2017 830 ソ

ナミヤ雑貨店の奇蹟　3版 東野　圭吾著 KADOKAWA 2012 913 ヒ

もう教祖しかない！ 天祢　涼著 双葉社 2014 913 ア

長女たち 篠田　節子著 新潮社 2014 913 シ

東京23話 山内　マリコ著 ポプラ社 2015 913 ヤ

放課後の厨房男子　男子校包丁部 1 秋川　滝美著 幻冬舎 2015 913 ア

放課後の厨房男子　男子校包丁部　進路篇 2 秋川　滝美著 幻冬舎 2016 913 ア

三度目の殺人（宝島社文庫　Cこ-9-2） 是枝　裕和著 宝島社 2017 B 913 コ

草笛物語 葉室　麟著 祥伝社 2017 913 ハ

十津川警部予土（ローカル）線に殺意が走る　長編推理小説（ノン・ノベル　1035） 西村　京太郎著 祥伝社 2017 913 ニ



地の星　なでし子物語 伊吹　有喜著 ポプラ社 2017 913 イ

星ちりばめたる旗 小手鞠　るい著 ポプラ社 2017 913 コ

越し人　芥川龍之介最後の恋人 谷口　桂子著 小学館 2017 913 タ

ネタ元 堂場　瞬一著 講談社 2017 913 ド

欲望の街東京（双葉文庫　に-01-80） 西村　京太郎著 双葉社 2017 B 913 ニ

十六夜荘ノート（中公文庫　ふ48-1） 古内　一絵著 中央公論新社 2017 B 913 フ

ホワイトラビット　a　night 伊坂　幸太郎著 新潮社 2017 913 イ

つわもの長屋弾七郎夢芝居（ハルキ文庫　に9-4） 新美　健著 角川春樹事務所 2017 B 913 ニ

編集ども集まれ！ 藤野　千夜著 双葉社 2017 913 フ

失恋バスは謎だらけ　Heartbreak　＆　Heartwarming　novel 森沢　明夫著 双葉社 2017 913 モ

マスカレード・ナイト 東野　圭吾著 集英社 2017 913 ヒ

武士マチムラ 今野　敏著 集英社 2017 913 コ

恨み残さじ　書き下ろし長編時代小説（双葉文庫　さ19-61） 佐伯　泰英著 双葉社 2017 B 913 サ

放課後の厨房男子　男子校包丁部　まかない飯篇 3 秋川　滝美著 幻冬舎 2017 913 ア

琥珀の夢　小説鳥井信治郎 下 伊集院　静著 集英社 2017 913 イ

琥珀の夢　小説鳥井信治郎 上 伊集院　静著 集英社 2017 913 イ

きっと誰かが祈ってる 山田　宗樹著 幻冬舎 2017 913 ヤ

スリーパー浸透工作員（警視庁公安部外事二課　3） 竹内　明著 講談社 2017 913 タ

騙し絵の牙 塩田　武士著 KADOKAWA 2017 913 シ

西郷の首 伊東　潤著 KADOKAWA 2017 913 イ

崩れる脳を抱きしめて 知念　実希人著 実業之日本社 2017 913 チ

こころ彩る徒然草　兼好さんと、お茶をいっぷく 木村　耕一著 1万年堂出版 2017 914 キ

夫の後始末 曽野　綾子著 講談社 2017 914 ソ

95歳まで生きるのは幸せですか？　池上さんが寂聴さんに聞いた、「老い方のレッスン」（PHP新書　1112）瀬戸内　寂聴著 PHP研究所 2017 914 セ

悩むなら、旅に出よ。　旅だから出逢えた言葉　2 伊集院　静著 小学館 2017 915 イ

ファインダーズ・キーパーズ 上 スティーヴン・キング著文藝春秋 2017 933 キ



ファインダーズ・キーパーズ 下 スティーヴン・キング著文藝春秋 2017 933 キ

2017  １０月新着本

タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 別置 分類

知ってはいけない　隠された日本支配の構造（講談社現代新書　2439） 矢部　宏治著 講談社 2017 319.1

こころ彩る徒然草　兼好さんと、お茶をいっぷく 木村　耕一著 1万年堂出版 2017 914

死ぬほど読書（幻冬舎新書　に-5-1） 丹羽　宇一郎著 幻冬舎 2017 19

三度目の殺人（宝島社文庫　Cこ-9-2） 是枝　裕和著 宝島社 2017 B 913

生きていくあなたへ　105歳どうしても遺したかった言葉 日野原　重明著 幻冬舎 2017 159

いちばんやさしいブロックチェーンの教本　人気講師が教えるビットコインを支える仕組み 杉井　靖典著 インプレス 2017 7.6

「好きなことだけやって生きていく」という提案　「これから活躍する人になる」34の方法 角田　陽一郎著 アスコム 2017 159

草笛物語 葉室　麟著 祥伝社 2017 913

十津川警部予土（ローカル）線に殺意が走る　長編推理小説（ノン・ノベル　1035） 西村　京太郎著 祥伝社 2017 913

地の星　なでし子物語 伊吹　有喜著 ポプラ社 2017 913

星ちりばめたる旗 小手鞠　るい著 ポプラ社 2017 913

悩むなら、旅に出よ。　旅だから出逢えた言葉　2 伊集院　静著 小学館 2017 915

知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード編著 小学館 2017 210.7

越し人　芥川龍之介最後の恋人 谷口　桂子著 小学館 2017 913

ネタ元 堂場　瞬一著 講談社 2017 913

難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてください！ スティーブ・ソレイシィ著 文響社 2017 830

パパは脳研究者　子どもを育てる脳科学 池谷　裕二著 クレヨンハウス 2017 599

もう教祖しかない！ 天祢　涼著 双葉社 2014 913

欲望の街東京（双葉文庫　に-01-80） 西村　京太郎著 双葉社 2017 B 913

新しい分かり方 佐藤　雅彦著 中央公論新社 2017 757

十六夜荘ノート（中公文庫　ふ48-1） 古内　一絵著 中央公論新社 2017 B 913

ホワイトラビット　a　night 伊坂　幸太郎著 新潮社 2017 913

つわもの長屋弾七郎夢芝居（ハルキ文庫　に9-4） 新美　健著 角川春樹事務所 2017 B 913



編集ども集まれ！ 藤野　千夜著 双葉社 2017 913

失恋バスは謎だらけ　Heartbreak　＆　Heartwarming　novel 森沢　明夫著 双葉社 2017 913

マスカレード・ナイト 東野　圭吾著 集英社 2017 913

武士マチムラ 今野　敏著 集英社 2017 913

恨み残さじ　書き下ろし長編時代小説（双葉文庫　さ19-61） 佐伯　泰英著 双葉社 2017 B 913

明日クビになっても大丈夫！ ヨッピー著 幻冬舎 2017 159

放課後の厨房男子　男子校包丁部　進路篇 2 秋川　滝美著 幻冬舎 2016 913

放課後の厨房男子　男子校包丁部　まかない飯篇 3 秋川　滝美著 幻冬舎 2017 913

夫の後始末 曽野　綾子著 講談社 2017 914

琥珀の夢　小説鳥井信治郎 下 伊集院　静著 集英社 2017 913

琥珀の夢　小説鳥井信治郎 上 伊集院　静著 集英社 2017 913

おんな城主直虎（NHK大河ドラマ・ストーリー） 完結編 NHK出版 2017 778.8

わろてんか　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part1 吉田　智子作 NHK出版 2017 778.8

吉本せい　笑いを商売に変えた吉本興業創業者の波乱の人生（三才ムック　Vol．967） 三才ブックス 2017 289.1

美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田　ミリ著 幻冬舎 2017 290.9

きっと誰かが祈ってる 山田　宗樹著 幻冬舎 2017 913

ナミヤ雑貨店の奇蹟　3版 東野　圭吾著 KADOKAWA 2012 913

スリーパー浸透工作員（警視庁公安部外事二課　3） 竹内　明著 講談社 2017 913

ファインダーズ・キーパーズ 上 スティーヴン・キング著 文藝春秋 2017 933

ファインダーズ・キーパーズ 下 スティーヴン・キング著 文藝春秋 2017 933

騙し絵の牙 塩田　武士著 KADOKAWA 2017 913

西郷の首 伊東　潤著 KADOKAWA 2017 913

95歳まで生きるのは幸せですか？　池上さんが寂聴さんに聞いた、「老い方のレッスン」（PHP新書　1112） 瀬戸内　寂聴著 PHP研究所 2017 914

長女たち 篠田　節子著 新潮社 2014 913

この世は落語（ちくま文庫　な19-4） 中野　翠著 筑摩書房 2017 B 779.1

東京23話 山内　マリコ著 ポプラ社 2015 913



日本殺人巡礼 八木澤　高明著 亜紀書房 2017 368.6

ビットコインとブロックチェーンの歴史・しくみ・未来 ニュー・サイエンティスト編集部著 SBクリエイティブ 2017 338

最新ブロックチェーンがよ～くわかる本　ビットコインから学ぶ、ブロックチェーン！（図解入門） 石黒　尚久著 秀和システム 2017 338

危険生物ファーストエイドハンドブック 陸編 武蔵野自然塾編 文一総合出版 2017 481.9

幻の黒船カレーを追え 水野　仁輔著 小学館 2017 383.8

放課後の厨房男子　男子校包丁部 1 秋川　滝美著 幻冬舎 2015 913

崩れる脳を抱きしめて 知念　実希人著 実業之日本社 2017 913

2017  １１月新着本

タイトル 巻数 著者 出版者 分類 図書

アナログ ビートたけし著 新潮社 913 ビ

墨の香 梶　よう子著 幻冬舎 913 カ

大東亞戰爭は日本が勝った　英国人ジャーナリスト　ヘンリー・ストークスが語る「世界史の中の日本」ヘンリー・S．ストークス著ハート出版 210.7 ス

戦争犯罪国はアメリカだった！　英国人ジャーナリストが明かす東京裁判70年の虚妄 ヘンリー・S．ストークス著ハート出版 319.5 ス

暴かれた伊達政宗「幕府転覆計画」　ヴァティカン機密文書館史料による結論（文春新書　1138）大泉　光一著 文藝春秋 210.5 オ

覆面作家 大沢　在昌著 講談社 913 オ

逆襲される文明　日本人へ　4（文春新書　1140） 塩野　七生著 文藝春秋 914 シ

オブリヴィオン 遠田　潤子著 光文社 913 ト

母親に、死んで欲しい　介護殺人・当事者たちの告白 NHKスペシャル取材班著新潮社 367.3 ハ

英語の品格（インターナショナル新書　012） ロッシェル・カップ著集英社インターナショナル 830.4 カ

ダブル・フォールト 真保　裕一著 集英社 913 シ

ハプスブルク帝国（講談社現代新書　2442） 岩崎　周一著 講談社 288.4 イ

日本の歴史を旅する（岩波新書　新赤版　1676） 五味　文彦著 岩波書店 210 ゴ

スケープゴート 幸田　真音著 中央公論新社 913 コ

福島第一原発1号機冷却「失敗の本質」（講談社現代新書　2443） NHKスペシャル『メルトダウン』取材班著講談社 543.5 フ

夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田　そのこ著 新潮社 913 マ

滑らかな虹（ミステリ・フロンティア　93） 上 十市　社著 東京創元社 913 ト



通りすがりのあなた はあちゅう著 講談社 913 ハ

滑らかな虹（ミステリ・フロンティア　94） 下 十市　社著 東京創元社 913 ト

トップリーグ 相場　英雄著 角川春樹事務所 913 ア

不登校から脱け出した家族が見つけた幸せの物語　子どものために、あなたのために…菜花　俊著 青春出版社 371.4 ナ

天才藤井聡太 中村　徹著 文藝春秋 796 ナ

東大脳の育て方　日本一勉強が好きな頭脳 主婦の友社知育・教育取材班編主婦の友社 379.9 ト

一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田　桃紅著 幻冬舎 914 シ

マンガでわかる犬のきもち 影山　直美マンガ・イラスト大泉書店 645.6 マ

100％下ごしらえで絶対失敗しない定番料理 水島　弘史著 幻冬舎 596 ミ

復讐手帖　愛が狂気に変わるとき 亀山　早苗著 扶桑社 141.6 カ

もうちょっと「雑」に生きてみないか　がんばりすぎない（WIDE　SHINSHO　231） 和田　秀樹著 新講社 159 ワ

そっと無理して、生きてみる　百歳先生の人生カルテ 高橋　幸枝著 小学館 159 タ

吹上奇譚　ミミとこだち 第1話 吉本　ばなな著 幻冬舎 913 ヨ

さよなら、田中さん 鈴木　るりか著 小学館 913 ス

大学の学科図鑑 石渡　嶺司著 SBクリエイティブ 376.8 イ

響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部、波乱の第二楽章（宝島社文庫　Cた-8-10）後編 武田　綾乃著 宝島社 913 タ

響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部、波乱の第二楽章（宝島社文庫　Cた-8-9）前編 武田　綾乃著 宝島社 913 タ

昆虫こわい　カラー版（幻冬舎新書　ま-10-1） 丸山　宗利著 幻冬舎 486 マ

中学生棋士（角川新書　K-162） 谷川　浩司著 KADOKAWA 796 タ

夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見　夏衛著 スターツ出版 913 シ

友情　平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 山中　伸弥著 講談社 783.4 ユ

北海道（楽楽） 2017 JTBパブリッシング 291.1 ホ

金沢・能登・北陸（楽楽） 2017 JTBパブリッシング 291.4 カ

東北（楽楽） 2017 JTBパブリッシング 291.2 ト

中世の高野山を歩く（歴史の旅） 山陰　加春夫著 吉川弘文館 188.5 ヤ

京都（楽楽） 2016改訂3版 JTBパブリッシング 291.6 キ



熊野古道を歩く（歴史の旅） 高木　徳郎著 吉川弘文館 291.6 タ

沖縄（楽楽） 2016改訂3版 JTBパブリッシング 291.9 オ

仙台・松島・平泉　改訂2版（楽楽） JTBパブリッシング 291.2 セ

横浜・元町・中華街　改訂2版（楽楽） JTBパブリッシング 291.3 ヨ

熊野三山　神々が住まう蘇りの聖地（楽学ブックス） Kankan写真 JTBパブリッシング 175.9 ク

奈良・大和路（楽楽） 2016改訂2版 JTBパブリッシング 291.6 ナ

京都　第15版（ブルーガイド） 実業之日本社 291.6 キ

やきものの里めぐり　普段使いの器を探して（楽学ブックス） 永峰　美佳著 JTBパブリッシング 751.1 ナ

鎌倉　第10版（ブルーガイド） 実業之日本社 291.3 カ

鎌倉の古道と仏像　武家の古都を語る（楽学ブックス） 原田　寛写真・文JTBパブリッシング 185.9 ハ

四国　第8版（ブルーガイド） 実業之日本社 291.8 シ

富士山　日本一の名峰。文化遺産と自然のすべて（楽学ブックス） JTBパブリッシング 291.5 フ

熊野古道・南紀・伊勢　第7版（ブルーガイド） 実業之日本社 291.6 ク

京都の古寺　洛中・東山（楽学ブックス） 1 JTBパブリッシング 185.9 キ

金沢・北陸　第9版（ブルーガイド） 実業之日本社 291.4 カ

奈良ゆとりの旅　第7版　大きな文字で読みやすい（ブルーガイド） 実業之日本社 291.6 ナ

四国八十八カ所ゆとりの旅　第5版　大きな文字で読みやすい（ブルーガイド） 実業之日本社 186.9 シ

京都ゆとりの旅　第8版　大きな文字で読みやすい（ブルーガイド） 実業之日本社 291.6 キ

最高のオバハン　中島ハルコの恋愛相談室（文春文庫　は3-51） 林　真理子著 文藝春秋 913 ハ

3時のアッコちゃん 柚木　麻子著 双葉社 913 ユ

西郷どん！　上製版 前編 林　真理子著 KADOKAWA 913 ハ

西郷どん！　上製版 後編 林　真理子著 KADOKAWA 913 ハ

小森谷くんが決めたこと 中村　航著 小学館 913 ナ

政治的に正しい警察小説（小学館文庫　は17-1） 葉真中　顕著 小学館 913 ハ

殺されたゴッホ（小学館文庫　シ7-1） マリアンヌ・ジェグレ著小学館 953 ジ

世界一やさしい！おくすり図鑑 池上　文雄監修 新星出版社 499.1 セ



運命を創る100の金言 森　信三著 致知出版社 159 モ

海軍乙事件を追う　日本の運命を決めた十二日間 後藤　基治著 毎日ワンズ 916 ゴ

影踏み鬼　新撰組篠原泰之進日録 葉室　麟著 文藝春秋 913 ハ

利休の闇 加藤　廣著 文藝春秋 913 カ

守教 上 帚木　蓬生著 新潮社 913 ハ

守教 下 帚木　蓬生著 新潮社 913 ハ

屍人荘の殺人 今村　昌弘著 東京創元社 913 イ

東京発半日旅（ワニブックス｜PLUS｜新書　209） 吉田　友和著 ワニブックス 291.3 ヨ

美しい古墳　白洲塾長の世界一毒舌な授業（ワニブックス｜PLUS｜新書　206） 白洲　信哉著 ワニ・プラス 210.2 シ

虎バカ本の世界　阪神タイガースを「読む」（ワニブックス｜PLUS｜新書　208） 新保　信長著 ワニ・プラス 783.7 シ

北欧スウェーデン式自分を大切にする生き方　心の病を抜け出した夫婦からのアドバイス27マッツ・ビルマーク著文響社 498.3 ビ

満天のゴール 藤岡　陽子著 小学館 913 フ

すぐ動くコツ　フットワークが軽くなる93のきっかけ 植西　聰著 自由国民社 159 ウ

キラキラ共和国 小川　糸著 幻冬舎 913 オ

それでいい。　自分を認めてラクになる対人関係入門 細川　貂々著 創元社 146.8 ホ

マンガで読み解くプロカウンセラーの聞く技術　家族を通して知る「聞く」ことの大切さ東山　紘久原作 創元社 361.4 ヒ

マンガで読み解くプロカウンセラーの共感の技術　温かい人間関係を築くための第一歩杉原　保史原作 創元社 141.6 ス

ブラックボックス 伊藤　詩織著 文藝春秋 916 イ

クリスマスを探偵と 伊坂　幸太郎文 河出書房新社 913 イ

たゆたえども沈まず 原田　マハ著 幻冬舎 913 ハ

不養生訓　帯津良一ときめきのススメ 帯津　良一著 山と溪谷社 490.4 オ

頭の中を「言葉」にしてうまく伝える。 山口　謠司著 ワニブックス 809 ヤ

Red（中公文庫　し46-3） 島本　理生著 中央公論新社 913 シ

秋霧　山岳サスペンス 大倉　崇裕著 祥伝社 913 オ


