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2018年 10月20日作成

◇中央図書館
〈一般〉

老子 現代語訳
オウム真理教事件とは何だったのか？麻原彰晃の正体と封印された闇社会

神社崩壊
運命とうまく付き合うレッスン
イラストでみる戦国時代の暮らし図鑑
徳川一族５００年史 〔ｖｏｌ．５２〕
信長公記 戦国覇者の一級史料
トランプ ロシアゲートの虚実
スノーデン 監視大国日本を語る
１回で受かる！
乙種１・２・３・５・６類危険物取扱者合格テキスト〔２０１８〕
高校生平和大使にノーベル賞を 平和賞にノミネートされた理由
江戸の目明し
袴田事件 これでも死刑なのか
自宅でひとり起業仕事図鑑 マイペースで働く！
最強のライフハック１００ 仕事のスピードを上げながら質を高める
ネットではわからない空き家問題の片づけ方 ６０分でつかめる
ブラック企業から身を守る！会社員のための「使える」労働法
発達障害の人の「私たちの就活」
日大の帝王 田中英壽理事長と巨大私学の伏魔殿
くらべる日本 東西南北
どこにでも神様 知られざる出雲世界をあるく
ちゃぶ台の昭和
親の葬儀・法要・相続の安心ガイドブック
心構えとしきたり、諸手続がよくわかる！
驚くべきＣＩＡの世論操作
ホーキング、最後に語る 多宇宙をめぐる博士のメッセージ
月の地形観察ガイド クレーター、海、山脈月の地形を裏側まで解説
１１人の看護師が伝える、おだやかに逝くヒント
人体 神秘の巨大ネットワーク ４
「発達障害」と言いたがる人たち
絶対に死ぬ私たちがこれだけは知っておきたい健康の話
「寝る・食う・動く」を整える
マンガでぐっすり！スタンフォード式最高の睡眠
世界で一番売れている薬 遠藤章とスタチン創薬
水力発電が日本を救う ふくしまチャレンジ編
はじめてのＧｍａｉｌ入門
もっと速く、快適に！ Ｗｉ‐Ｆｉを使いこなす本
日経業界地図 ２０１９年版
ブレケル・オスカルのバイリンガル日本茶ＢＯＯＫ
広電と広島 ２５車種２９８両、日本一の路面電車
神の島のうた
くよくよしない力
初心者のためのドラム講座 〔２０１８〕
うつ病九段 プロ棋士が将棋を失くした一年間
ヨーコさんの“言葉” じゃ、どうする
小さな幸せをひとつひとつ数える
今夜はひとりぼっちかい？ 日本文学盛衰史 戦後文学篇
ふたりぐらし
風に恋う
劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命

〈児童〉

老子
一橋 文哉
島田 裕巳
小池 龍之介
小和田 哲男
和田 裕弘
小川 聡
エドワード・スノーデン
コンデックス情報研究所
「高校生平和大使にノーベル賞を」刊行委員会

増川 宏一
小石 勝朗
滝岡 幸子
小山 龍介
大久保 恭子
今野 晴貴
別冊宝島編集部
おかべ たかし（他）
野村 進
小泉 和子
中村 麻美
ニコラス・スカウ
スティーヴン・Ｗ・ホーキング
白尾 元理
村松 静子

112465117
112465034
175 /ｼ / 112465943
184 /ｺ / 112465968
210.4 /ｲ / 112465000
288 /ﾄ / 112465893
289.1 /ｵ / 112465075
312.5 /ｵ / 112465950
316.1 /ｽ / 112465935
317.7 /ｲ / 112465570
124.2 /ﾛ /

169.1 /ｲ /

112465745
112465059
112465521
335 /ﾀ / 112465216
336.4 /ｺ / 112465646
365.3 /ｵ / 112465166
366.1 /ｺ / 112465463
366.2 /ﾊ / 112465851
377.2 /ﾆ / 112465273
382.1 /ｵ / 112465778
382.1 /ﾉ / 112465208
383.8 /ﾁ / 112465695
385.6 /ﾅ / 112465802
319.8 /ｺ /

322.1 /ﾏ /
326.2 /ｺ /

391.6 /ｽ /
443.9 /ﾎ /

446.4 /ｼ /
490.14 /ｼﾞ /

ＮＨＫスペシャル「人体」取材班 491.3 /ｼﾞ /4

香山 リカ
若林 理砂

493.76 /ｶ /

西野 精治
山内 喜美子
竹村 公太郎
桑名 由美
ケイズプロダクション
日本経済新聞社
ブレケル・オスカル
路面電車を考える会
中脇 初枝（他）
フジコ・ヘミング
自由現代社編集部
先崎 学
佐野 洋子
末盛 千枝子
高橋 源一郎
桜木 紫乃
額賀 澪
安達 奈緒子

498.36 /ﾆ /

498.3 /ﾜ /

499.1 /ﾔ /

543.3 /ｽ /
547.4 /ｸ /P
547.5 /ｹ /P

602.1 /ﾆ /
619.8 /ｵ /
686.2 /ﾛ /

748 /ｶ /
762.3 /ﾍ /
763.8 /ｼ /

796 /ｾ /
914.6 /ｻ /

914.6 /ｽ /
914.6 /ﾀ /

F /ｻｸ /
F /ﾇｶ /
B F /ｺﾄﾞ /

112464987
112465414
112465604
112465265
112465828
112384698
112465398
112466008
112465083
112465315
112465877
112465729
112465844
112466016
112465091
112465901
112465323
112465596
112465992
112465687
112465158
112465513
112465976
112465448
112384813

非暴力の人物伝 チャップリン／パブロ・ピカソ ２
実験対決 学校勝ちぬき戦 科学実験対決漫画 ２８
ドラえもん科学ワールド 人類進化の不思議
きりみ
みんなちがって、それでいい パラ陸上から私が教わったこと
英語であやとり 伝統あそびで国際交流！
すぐできる！強くなる将棋
おばけのソッチぞびぞびオーディション
古事記 日本のはじまり
レッツがおつかい
へんなともだちマンホーくん ようかいオッシーをやっつけろ！ 〔１〕
伊賀のキャベ丸
シカクさん
わたしの森に

28 /ﾋ /2 120474226
120474333
46 /ﾄﾞ / 120474200
66 /ﾅ / 120474473
78 /ｼ / 120474234
79 /ｴ / 120474374
79 /ｽ / 120474267
91 /ｶ / 120474291
91 /ｻ / 120474325
91 /ﾋ / 120474242
91 /ﾑ / 120474275
E /ｶ /
120474432
E /ｸ /
120474424
E /ﾀ /
120474465

洪 鐘賢
藤子 Ｆ 不二雄
長嶋 祐成
宮崎 恵理
フィグインク
羽生 善治（他）
角野 栄子
斉藤 洋
ひこ 田中
村上 しいこ
川端 誠
ジョン・クラッセン
田島 征三

40 /ｼﾞ /28

そにし けんじ

726.1 /ｿ /8

310164199

濵﨑 清利
小林 弘幸
女子栄養大学栄養クリニック

493.75 /ﾊ /

210153649
210153631
210153623

◇高千帆分館
〈児童〉

猫ピッチャー ８

◇赤崎分館
〈一般〉

医師が発見した認知症バイバイ体操
医者が考案した「長生きみそ汁」
女子栄養大学栄養クリニックのさば水煮缶健康レシピ

＊ 貸出中の資料はご予約ください。

498.58 /ｺ /

596.3 /ｼﾞ /

