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哲学
141 ｼﾏ 怒らない技術 ﾌｫﾚｽﾄ2545新書 島津良智 ﾌｫﾚｽﾄ出版

146 ｻｼﾞ カウンセラーの〈こころ〉 佐治守夫 みすず書房

歴史
210 ｲﾜ レンズが撮らえた幕末の日本 岩下哲典　塚越俊志 山川出版社

210 ｾｷ 古代史謎めぐりの旅　奈良・瀬戸内・東国・京阪編 関裕二 ブックマン社

210 ﾀｹ 平城京の謎 武光誠監著 主婦と生活社

217 ﾔﾏ 中世の港と海賊 山内謙 法政大学出版局

郷土 290 ﾌｸ 福井ふるさと百景 福井県 福井新聞社
郷土 291 ﾏﾂ 福井県謎解き散歩 新人物文庫 松原信之編著 新人物往来社

社会科学
302 ﾛﾑ 世界がうらやむ日本の超・底力 KAWADE夢新書 ﾛﾑ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 河出書房新社

311 ｶｶﾞ よいこの君主論 ちくま文庫 架神恭介　辰巳一世 筑摩書房

322 ｸｽ 江戸の御触書 楠木誠一郎 グラフ社

375 ｸﾛ 灘中　奇跡の国語教室 中公新書ラクレ 黒岩祐治 中央公論新社

自然科学
440 ｱｶﾞ ３D宇宙大図鑑 縣秀彦監修 東京書籍

443 ｱﾅ 宇宙を解く壮大な10の実験 アニル・アナンサスワーミー 河出書房新社

486 ﾊｾ 働かないアリに意義がある ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ新書 長谷川英祐 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

技術
518 ｼﾊﾞ まちを再生する９９のアイデア 柴崎＋ｿﾌﾄﾕﾆｵﾝ 彰国社

芸術
726 ｲｸﾞ 4色ボールペンでかわいい手帳イラスト ｲｸﾞﾙｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 河出書房新社

726 ｲﾉ 空白 井上雄彦 ｽｲｯﾁ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

726 ﾖｺ ドラえもんのことば 横山泰行 幻冬舎

778 ｵｵ 歴史ドラマの大ウソ 大野敏明 産経新聞出版

778 ﾆﾎ 知らなかった！衝撃のアニメ雑学 宝島SUGOI文庫 日本博識研究所 宝島社

789 ｻﾄ 図説忍者と忍術 歴史群像ｼﾘｰｽﾞ特別編集 佐藤香澄編集 学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

言語
810 ﾚｲ 「上から目線」の時代 講談社現代新書 冷泉彰彦 講談社

816 ﾏﾙ 日本一短い｢未来｣への手紙 丸岡町文化振興事業団編 中央経済社

816 ﾏﾙ 日本一短い手紙｢愛｣の往復書簡 丸岡町文化振興事業団編 中央経済社

837 ｾｲ 日本人のちょっとヘンな英語 デイビッド・セイン アスコム

文学
912 ｱﾘ もう一つのシアター！ ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 有川浩 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ

913 ｱｵ 書店ガール PHP文芸文庫 碧野圭 PHP研究所

913 ｱｻ 降霊会の夜 浅田次郎 朝日新聞出版



913 ｱｻ マンチュリアン・リポート 浅田次郎 講談社

913 ｱﾔ Another(上) 角川文庫 綾辻行人 角川書店

913 ｱﾔ Another(下) 角川文庫 綾辻行人 角川書店

913 ｲｹ 鉄の骨 池井戸潤 講談社

913 ｲｽﾞ テルマエ・ロマエ小説版 KCG文庫 伊豆平成 ｴﾝﾀｰﾌﾞﾚｲﾝ

913 ｲﾁ ねえ、委員長 市川拓司 幻冬舎

913 ｵｵ オチケン！ PHP文芸文庫 大倉崇裕 PHP研究所

913 ｵｵ オチケン、ピンチ!! PHP文芸文庫 大倉崇裕 PHP研究所

913 ｶｲ 極北ラプソディ 海堂尊 朝日新聞出版

913 ｺﾊﾞ 大きな森の小さな密室 創元推理文庫 小林泰三 東京創元社

913 ｺﾝ とせい 中公文庫 今野敏 中央公論新社

913 ｾｵ 僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾まいこ 幻冬舎

913 ﾁﾊ 魚神 集英社文庫 千早茜 集英社

913 ﾂｼﾞ ロードムービー 講談社文庫 辻村深月 講談社

913 ﾅｶ 贖罪の奏鳴曲 中山七里 講談社

913 ﾅｶﾞ 消失グラデーション 長沢樹 角川書店

913 ﾐｳ きみはポラリス 新潮文庫 三浦しをん 新潮社

913 ﾐﾂ 扉守 光原百合 文藝春秋

913 ﾓﾘ スカイ・イクリプス 中公文庫 森博嗣 中央公論新社

913 ﾓﾘ フラッタ・リンツ・ライフ 中公文庫 森博嗣 中央公論新社

913 ﾓﾘ ダウン・ツ・ヘヴン 中公文庫 森博嗣 中央公論新社

913 ﾓﾘ クレィドゥ・ザ・スカイ 中公文庫 森博嗣 中央公論新社

913 ﾓﾘ すべてがFになる 講談社文庫 森博嗣 講談社

913 ﾔﾏ 屋上ミサイル謎のメッセージ 山下貴光 宝島社

913 ﾖﾈ 儚い羊たちの祝宴 米澤穂信 新潮社

913 ﾖﾈ クドリャフカの順番 角川文庫 米澤穂信 角川書店

913 ﾖﾈ 愚者のエンドロール 角川文庫 米澤穂信 角川書店

913 ﾖﾈ 遠まわりする雛 角川文庫 米澤穂信 角川書店


