
２０１０年１月・２月特集

　　　　小小小小　　　　説説説説

請求記号請求記号請求記号請求記号 タタタタ　　　　イイイイ　　　　トトトト　　　　ルルルル  著 著 著 著　　　　　　　　者者者者 出出出出　　　　版版版版　　　　者者者者

F1 ｱｶ 舞い下りた花嫁 赤川　次郎 実業之日本社

F1 ｱｶ 天国と地獄 赤川　次郎 新潮社

F1 ｱｻ あやしうらめしあなかなし 浅田　次郎 双葉社

F1 ｱｻ 月下の恋人 浅田　次郎 光文社

F1 ｱｻ あした吹く風 あさの　あつこ 文芸春秋

F1 ｱﾘ 三匹のおっさん 有川　浩 文芸春秋

F1 ｲｹ 緋色の空 池永　陽 講談社

F1 ｳｴ おはぐろとんぼ 宇江佐　真理 実業之日本社

F1 ｳｴ 聞き屋与平 宇江佐　真理 集英社

F1 ｳｴ 晩鐘 宇江佐　真理 講談社

F1 ｳﾁ 悪魔の種子 内田　康夫 幻冬舎

F1 ｳﾁ 悪魔の種子 内田　康夫 幻冬舎

F1 ｳﾁ 還らざる道 内田　康夫 祥伝社

F1 ｳﾁ 風の盆幻想 内田　康夫 幻冬舎

F1 ｳﾁ 幻香 内田　康夫 角川書店

F1 ｳﾁ 砂冥宮 内田　康夫 実業之日本社

F1 ｳﾁ 長野殺人事件 内田　康夫 光文社

F1 ｳﾁ 逃げろ光彦 内田　康夫 有楽出版社

F1 ｳﾁ 壷霊　（上・下） 内田　康夫 角川書店

F1 ｳﾁ 棄霊島　（上・下） 内田　康夫 文芸春秋

F1 ｵｵ 狼花 大沢　在昌 光文社

F1 ｵｵ 魔女の笑窪 大沢　在昌 文芸春秋

F1 ｵｸ オリンピックの身代金 奥田　英朗 角川書店

F1 ｶｲ ジェネラル・ルージュの凱旋 海堂　尊 宝島社

F1 ｶｲ ジーン・ワルツ 海堂　尊 新潮社

F1 ｶｲ ブラックペアン１９８８ 海堂　尊 講談社

F1 ｺﾝ 疑心 今野　敏 新潮社

F1 ｺﾝ ＴＯＫＡＧＥ 今野　敏 朝日新聞社

F1 ｻｴ 朧夜ノ桜　（居眠り磐音江戸双紙　２４） 佐伯　泰英 双葉社

F1 ｻｴ 白桐ノ夢　（居眠り磐音江戸双紙　２５） 佐伯　泰英 双葉社

F1 ｻｴ 紅花ノ邨　（居眠り磐音江戸双紙　２６） 佐伯　泰英 双葉社

F1 ｻｴ 冬桜ノ雀　（居眠り磐音江戸双紙　２９） 佐伯　泰英 双葉社

F1 ｻｴ 変化　（交代寄合伊那衆異聞　１） 佐伯　泰英 講談社

萩図書館萩図書館萩図書館萩図書館ベストリーダーベストリーダーベストリーダーベストリーダー２００９２００９２００９２００９
　萩図書館で2009年（平成21年1月～12月）に多く借りられた本を集めました。貸出中のときはお気軽に、ご予約
ください。なお現在も予約多数のため、お手元に届くのが遅くなる場合もございますのでご了承ください。
　多くのみなさまのご利用をお待ちしています。
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F1 ｻｴ 上海　（交代寄合伊那衆異聞　７） 佐伯　泰英 講談社

F1 ｻｴ 黙契　（交代寄合伊那衆異聞　８） 佐伯　泰英 講談社

F1 ｻｴ 宣告 佐伯　泰英 祥伝社

F1 ｻｻ 警官の紋章 佐々木　譲 角川春樹事務所

F1 ｻﾄ 院長の恋 佐藤　愛子 文芸春秋

F1 ｻﾜ 暗殺の牒状 沢田　ふじ子 徳間書店

F1 ｻﾜ 逆髪 沢田　ふじ子 光文社

F1 ｼｹ ステップ 重松　清 中央公論新社

F1 ｼﾝ 不倫純愛 新堂　冬樹 新潮社

F1 ｾﾄ 秘花 瀬戸内　寂聴 新潮社

F1 ﾀﾆ 余命 谷村　志穂 新潮社

F1 ﾃﾝ 悼む人 天童　荒太 文芸春秋

F1 ﾄﾊ 剣客同心 鳥羽　亮 角川春樹事務所

F1 ﾆｼ 会津・友の墓標 西村　京太郎 双葉社

F1 ﾆｼ 天草四郎の犯罪 西村　京太郎 中央公論新社

F1 ﾆｼ 上野駅１３番線ホーム 西村　京太郎 光文社

F1 ﾆｼ 北リアス線の天使 西村　京太郎 光文社

F1 ﾆｼ 三年目の真実 西村　京太郎 双葉社

F1 ﾆｼ 能登・キリコの唄 西村　京太郎 角川書店

F1 ﾆｼ 華の棺 西村　京太郎 朝日新聞社

F1 ﾆｼ 門司・下関逃亡海峡 西村　京太郎 徳間書店

F1 ﾉﾅ ウツボカズラの夢 乃南　アサ 双葉社

F1 ﾊﾀ こいしり 畠中　恵 文芸春秋

F1 ﾊﾔ グラビアの夜 林　真理子 集英社

F1 ﾋｶ 赤い指 東野　圭吾 講談社

F1 ﾋｶ ガリレオの苦悩 東野　圭吾 文芸春秋

F1 ﾋｶ 幻夜 東野　圭吾 集英社

F1 ﾋｶ さまよう刃 東野　圭吾 朝日新聞社

F1 ﾋｶ 聖女の救済 東野　圭吾 文芸春秋

F1 ﾋｶ ダイイング・アイ 東野　圭吾 光文社

F1 ﾋｶ トキオ 東野　圭吾 講談社

F1 ﾋｶ 容疑者Ｘの献身 東野　圭吾 文芸春秋

F1 ﾋｻ 天地人　（上・下） 火坂　雅志 日本放送出版協会

F1 ﾋﾗ 浮かれ黄蝶 平岩　弓枝 文芸春秋

F1 ﾋﾗ 華族夫人の忘れもの 平岩　弓枝 文芸春秋

F1 ﾌｼ 夜の橋 藤沢　周平 中央公論社

F1 ﾐｽ 夢をかなえるゾウ 水野　敬也 飛鳥新社

F1 ﾐﾅ 少女 湊　かなえ 早川書房

F1 ﾐﾅ 告白 湊　かなえ 双葉社

F1 ﾐﾅ 花畑 水上　勉 講談社

F1 ﾐﾔ おそろし 宮部　みゆき 角川書店
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F1 ﾐﾔ 名もなき毒 宮部　みゆき 幻冬舎

F1 ﾐﾔ 孤宿の人　（上・下） 宮部　みゆき 新人物往来社

F1 ﾐﾔ 日暮らし　（上・下） 宮部　みゆき 講談社

F1 ﾐﾔ 楽園　（上・下） 宮部　みゆき 文芸春秋

F1 ﾑﾗ ダブル・ファンタジー 村山　由佳 文芸春秋

F1 ﾑﾗ ノルウェイの森　（上・下） 村上　春樹 講談社

F1 ﾑﾗ １Ｑ８４　ＢＯＯＫ１ 村上　春樹 新潮社

F1 ﾑﾗ １Ｑ８４　ＢＯＯＫ２ 村上　春樹 新潮社

F1 ﾓﾘ 純愛の証明 森村　誠一 実業之日本社

F1 ﾓﾘ 青春の守護者 森村　誠一 角川書店

F1 ﾓﾛ かってまま 諸田　玲子 文芸春秋

F1 ﾓﾛ 美女いくさ 諸田　玲子 中央公論新社

F1 ﾔﾏ 梅咲きぬ 山本　一力 潮出版社

F1 ﾔﾏ 銀しゃり 山本　一力 小学館

F1 ﾔﾏ 利休にたずねよ 山本　兼一 ＰＨＰ研究所

F1 ﾔﾏ ほうき星　（上・下） 山本　一力 角川書店

F1 ﾕｲ 愛に似たもの 唯川　恵 集英社

F1 ﾕｲ 一瞬でいい 唯川　恵 毎日新聞社

F1 ﾕｲ 恋せども、愛せども 唯川　恵 新潮社

F1 ﾖｺ 動機 横山　秀夫 文芸春秋

F1 ﾖｼ 感染列島 吉村　達也 小学館

F9 ｳｲ アポロンと人魚 レベッカ・ウインターズ ハーレクイン

F9 ｺﾄ マスカレードの告白 ルーシー・ゴードン ハーレクイン

F9 ｼｴ リベンジは頭脳で シドニィ・シェルダン アカデミー出版

F9 ｼｴ 異常気象売ります　（上・下） シドニィ・シェルダン アカデミー出版

F9 ｽﾃ 手紙が運ぶロマンス ジェシカ・スティール ハーレクイン

F9 ｽﾐ チャイルド４４　（上・下） トム・ロブ・スミス 新潮社

F9 ﾌﾗ 審判 ディック・フランシス 早川書房

F9 ﾌﾗ 天使と悪魔　（上・下） ダン・ブラウン 角川書店

F9 ﾌﾗ ダ・ヴィンチ・コード　（上・下） ダン・ブラウン 角川書店

F9 ﾚﾉ 翼の折れた恋人 マリオン・レノックス ハーレクイン

　　　　エエエエ　　　　ッッッッ　　　　セセセセ　　　　イイイイ
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9146 ｻｸ 焼きそばうえだ さくら　ももこ 小学館

9146 ﾊﾔ なわとび千夜一夜 林　真理子 文芸春秋

9146 ﾊﾔ 私のスフレ 林　真理子 マガジンハウス

9146 ﾋﾗ なかなかいい生き方 平岩　弓枝 講談社

9146 ﾑﾚ ぬるい生活 群　ようこ 朝日新聞社

9146 ﾕｲ いっそ悪女 唯川　恵 大和書房

9146 ﾜﾀ 鈍感力 渡辺　淳一 集英社
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007 N7 速効！図解Ｗｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌ　２００７　基本編 東　弘子／著 毎日ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

007 N7 ひと目でわかるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ　ホーム編 ジャムハウス／著 日経ＢＰソフトプレス

007 N7 新しいＥｘｃｅｌ関数の教科書　１ 技術評論社

007 N8 できるパソコンの「困った！」に答える本 広野　忠敏／著 インプレスジャパン

007 N9 パソコン教科書使って楽しむＧｏｏｇｌｅ 高田　由和／著 日経ＢＰソフトプレス

019 N8 ３６５日、まいにち絵本！ 生田　美秋／監修 平凡社

049 N6 伊東家の食卓Ｎｏ．１裏ワザ大全集　２００６年度版 日本テレビ放送網

049 N8 ＮＨＫためしてガッテン　１２ ＮＨＫ科学・環境番組部／編 日本放送出版協会

070 N8 誤解だらけの「危ない話」 小島　正美／著 ｴﾈﾙｷﾞｰﾌｫｰﾗﾑ

114 N9 生きる勇気、死ぬ元気 五木　寛之／著 平凡社

140 N4 イラストでわかるやさしい心理学 匠　英一／監修 成美堂出版

141 N8 血液型の暗号 藤田　紘一郎／著 日東書院本社

141 N9 のうだま 上大岡　トメ／著 幻冬舎

147 N6 Ａ・ＮＯ・ＹＯ 江原　啓之／編集長 新潮社

147 N7 五十歳からの成熟した生き方 天外　伺朗／著 海竜社

148 N4 幸せいっぱい！金運風水 李家　幽竹／著 高橋書店

148 N5 恐いほどよく当たる手相幸運百科 黒川　兼弘／著 新星出版社

148 N6 幸せが舞い込むおそうじ風水術 林　秀静／著 成美堂出版

148 N6 手相の暗号 樹門　幸宰／著 幻冬舎

148 N7 幸せを運ぶ赤ちゃんの名前事典 西村　安珠／監修 成美堂出版

159 N4 キッパリ！ 上大岡　トメ／著 幻冬舎

159 N5 スッキリ！ 上大岡　トメ／著 幻冬舎

159 N6 あなたに奇跡を起こす笑顔の魔法 野坂　礼子／著 青春出版社

159 N7 がばいばあちゃんの勇気がわく５０の言葉 島田　洋七／著 徳間書店

159 N7 みんなのスッキリ！ 上大岡　トメ／著 幻冬舎

159 N8 イチロー選手の言葉に学ぶセルフ・コーチング 庵里　直見／著 丸善

159 N8 女性の品格 坂東　真理子／著 ＰＨＰ研究所

159 N8 悩む力 姜　尚中／著 集英社

159 N8 引き寄せの法則　奥義篇 ウィリアム・Ｗ．アトキンソン／著 徳間書店

159 N8 船井幸雄と佳川奈未の超★幸福論 船井　幸雄／著 ダイヤモンド社

159 N9 上大岡トメのいつもとちがう日 上大岡　トメ／著 日本経済新聞出版社

159 N9 断る力 勝間　和代／著 文芸春秋

204 N8 斎藤孝のざっくり！世界史 斎藤　孝／著 祥伝社

210 N9 幕末史 半藤　一利／著 新潮社

2197 N5 山口県の歴史 小川　国治／編 山川出版社

289 ｼﾗ 次郎と正子 牧山　桂子／著 新潮社

289 ﾅｵ 直江兼続 学研

289 ﾊｽ 半島へ、ふたたび 蓮池　薫／著 新潮社

289 ﾔﾏ 山県有朋 伊藤　之雄／著 文芸春秋

291 N6 山口県の歴史散歩 山口県歴史散歩編修委員会／編 山川出版社

291 N8 今がわかる時代がわかる日本地図　２００８年版 正井　泰夫／監修 成美堂出版

291 N8 子どもとでかける山口あそび場ガイド　’０８～’０９ 童楽ネットやまぐち／著 メイツ出版
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291 N8 出会いの道日本の名景ベスト５０ 渋川　育由／編 河出書房新社

291 N9 京都ロマンチック案内 甲斐　みのり／著 マーブルトロン

302 N8 そうだったのか！ニュース世界地図　２００９ 池上　彰／著 ホーム社

304 N7 池上彰の「世界がわかる！」国際ニュースななめ読み 池上　彰／著 小学館

304 N8 ＡＣＴＩＯＮ日本崩壊 日本テレビ報道局／著 新潮社

304 N9 小泉純一郎と竹中平蔵の罪 佐高　信／著 毎日新聞社

304 N9 田母神塾 田母神　俊雄／著 双葉社

313 N9 ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ天皇論 小林　よしのり／著 小学館

319 N9 第三次世界大戦　左巻 田原　総一朗／著 アスコム

319 N9 自らの身は顧みず 田母神　俊雄／著 ワック

330 N9 ２００９年資本主義大崩壊！ 船井　幸雄／著 ダイヤモンド社

332 N8 恐慌前夜 副島　隆彦／著 祥伝社

332 N9 どうなる！日本と世界の経済 Ｖｏｉｃｅ編集部／編 ＰＨＰ研究所

336 N8 デキる人は皆やっている一流の時間術 小松　俊明／著 明日香出版社

337 N8 クルマは家電量販店で買え！ 吉本　佳生／著 ダイヤモンド社

338 N8 大恐慌入門 朝倉　慶／著 徳間書店

364 N8 新しい「年金」まるわかり・早わかり　２００８年～２００９年版 田中　章二／著 税務研究会出版局

375 N8 学力は１年で伸びる！ 江沢　正思／著 朝日新聞出版

379 N8 東大生が選んだ勉強法 東大家庭教師友の会／編著 ＰＨＰ研究所

379 N9 一生モノの勉強法 鎌田　浩毅／著 東洋経済新報社

383 N9 バナナは皮を食う 檀　ふみ／選 暮しの手帖社

402 N8 なぞの宝庫・南極大陸 沢柿　教伸／ほか著 技術評論社

457 N7 恐竜 ドゥガル・ディクソン／著 ランダムハウス講談社

459 N7 天然石・ジュエリー事典 中央宝石研究所／監修 池田書店

460 N8 働きアリの２割はサボっている 稲垣　栄洋／著 家の光協会

490 N8 イシハラ式家庭の医学 石原　結実／著 フォー・ユー

491 N7 感動する脳 茂木　健一郎／著 ＰＨＰ研究所

492 N2 体の「ゆがみ」を治して健康になる！ 井本　邦昭／著 高橋書店

493 N3 コレステロールを減らす簡単メニュー 井上　修二／医学監修 成美堂出版

493 N9 心の病は脳の傷 田辺　功／著 西村書店

494 N9 今あるガンが消えていく食事 済陽　高穂／著 マキノ出版

498 N3 家庭でできるビューティ「ヨガ」レッスン 内藤　景代／著 ＰＨＰ研究所

498 N4 歩く人はなぜ「脳年齢」が若いか？ 大島　清／著 新講社

498 N4 脳をきたえる習慣術 平成暮らしの研究会／編 河出書房新社

498 N5 からだによい食事悪い食事 安藤　幸夫／監修 永岡書店

498 N5 骨盤教室 寺門　琢己／著 幻冬舎

498 N6 １週間で身につく七田式奇跡の右脳習慣 七田　真／著 阪急コミュニケーションズ

498 N7 「体を温める」と病気は必ず治る　実践編 石原　結実／著 三笠書房

498 N8 いつまでも「老いない脳」をつくる１０の生活習慣 石浦　章一／著 ワック

498 N8 脳さえ元気なら人生なんでもできる 和田　秀樹／著 新講社

498 N8 自然治癒力を発動させる３つの条件 井草　克一／著 現代書林

498 N9 キレイにやせる美人レシピ ｗａｔｏ／著 成美堂出版

498 N9 体温を上げると健康になる 斎藤　真嗣／著 サンマーク出版
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498 N9 なにを食べたらいいの？ 安部　司／著 新潮社

517 N9 世界が水を奪い合う日・日本が水を奪われる日 橋本　淳司／著 ＰＨＰ研究所

521 M7 萩城 学研

521 N9 日本の城 西ケ谷　恭弘／監修・文 世界文化社

527 N3 心地よい和の住まい ニューハウス出版株式会社／編集 ニューハウス出版

527 N4 エクステリア＆ガーデン　Ｎｏ．２ ブティック社

527 N6 本当に暮らしやすい間取り１３８の条件 成美堂出版編集部／編集 成美堂出版

537 N7 見てわかる！クルマ洗車＆磨き完全ガイド 池田書店編集部／編 池田書店

537 N8 タイヤのすべてがわかる本 ベストカー／編 講談社

590 N4 毎日をちょっぴりていねいに暮らす４３のヒント 金子　由紀子／著 すばる舎

590 N4 やさしい生活やさしい時間 雅姫／著 集英社

590 N6 やめたら、お家スッキリ！ 佐光　紀子／著 大和出版

590 N7 柴田理恵の“おわわ”の知恵袋 柴田　理恵／監修 三笠書房

590 N7 節約のカリスマ・若松美穂のお金をかけない暮らしハッピー・テク 若松　美穂／著 ベネッセコーポレーション

591 N6 荻原博子のみるみる貯まる！お金の本 学研

594 N5 はぎれのちびＢａｇ パッチワーク通信社

594 N5 ぺたんこＢａｇ ブティック社

594 N8 地球にやさしいかんたんアイデアエコ雑貨 寺西　恵里子／手芸デザイン サンリオ

595 N4 美肌革命 佐伯　チズ／著 講談社

596 N1 子どもこんだて 幕内　秀夫／著 主婦の友社

596 N2 １人前３品で８０円献立 主婦の友社

596 N2 １００円で楽しむ主役おかず 講談社

596 N2 手間なし新レシピ１００円おかず 主婦の友社

596 N3 上沼恵美子のおしゃべりクッキング ＡＢＣ／編 学研

596 N3 材料３種、時間２０分で主役おかずともう１品が完成です。 主婦の友社

596 N3 飛石なぎさ式たったの２ステップで超ラクチン早ワザ料理 主婦と生活社

596 N4 決定版！家庭料理 日本放送出版協会

596 N4 ５０円１００円手間なし！１０分おかず得選 学研

596 N4 冷凍保存でかんたん節約おかず 吉田　瑞子／著 西東社

596 N5 おつまみ大事典５１９レシピ インデックス・マガジンズ

596 N9 おとなのねこまんま ねこまんま地位向上委員会／編 泰文堂

597 N7 片づけられない女のためのこんどこそ！片づける技術 池田　暁子／著 文芸春秋

597 N7 見た目キレイな収納術 成美堂出版編集部／編集 成美堂出版

599 N8 ダーリンは外国人ｗｉｔｈ　ＢＡＢＹ 小栗　左多里／著 メディアファクトリー

620 N4 家庭園芸栽培大百科 江尻　光一／監修 家の光協会

625 N2 はじめての果樹ガーデニング 小林　幹夫／監修 永岡書店

625 N6 はじめての果樹６２種 富田　正治／監修 成美堂出版

626 N1 こだわりの家庭菜園 日本放送出版協会

626 N6 写真でわかる金子さんちの有機家庭菜園 金子　美登／著 家の光協会

626 N6 はじめての野菜づくり１２か月 板木　利隆／著 家の光協会

626 N7 野菜づくり大図鑑 藤田　智／編著 講談社

627 M6 バラ 藤岡　友宏／著 日本放送出版協会

627 N2 きれいに咲かせる鉢花づくり１２０種 鷲沢　孝美／監修 成美堂出版
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627 N2 決定版はじめての花づくり 室谷　優二／〔著〕 主婦の友社

627 N4 色がわかる四季の花図鑑 主婦の友社／編 主婦の友社

627 N4 色と咲く順でわかる花の名前事典 長岡　求／監修 永岡書店

627 N6 花の名前と育て方大事典 福島　誠一／監修 成美堂出版

627 N8 根力で咲かせるバラつくり 高原　通寿／著 農山漁村文化協会

699 N9 天地人　前編 日本放送出版協会

725 N7 はじめての色鉛筆画 河合　ひとみ／著 山海堂

736 N4 晴れときどきはんこ こま　けいこ／著 主婦と生活社

736 N7 はなうたはんこ 佐藤　はな／著 冬芽工房

754 N6 素敵に飾る折り紙ブロック 金杉　登喜子／著 日本文芸社

754 N6 伝承のくす玉 田坂　節子／指導 パッチワーク通信社

774 M8 片岡仁左衛門 淡交社

778 N1 あなたはオバサンと呼ばれてる 内館　牧子／著 講談社

779 N4 きみまろ！ 綾小路　きみまろ／著 ベストセラーズ

779 N5 がばいばあちゃんの笑顔で生きんしゃい！ 島田　洋七／著 徳間書店

779 N5 佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七／著 徳間書店

783 N6 野村克也「頭の使い方」 永谷　脩／著 三笠書房

783 N9 男道 清原　和博／著 幻冬舎

783 N9 原辰徳 長嶋　茂雄／〔ほか述〕 三修社

787 N4 海へ！川へ！どこでもできる釣り入門 池田　健吾／監修 ナツメ社

787 N5 はじめての釣り超入門 西野　弘章／著 山海堂

787 N8 基礎から始める堤防釣り入門 「堤防磯投げつり情報」編集部／編 日東書院本社

796 N3 大人のための一から始める将棋再入門 沼　春雄／著 創元社

798 N3 大人のための頭脳トレーニング 渡辺　泰介／監修 日本文芸社

816 N8 女性のためのきちんとした手紙・はがき・一筆せん 美しい手紙を考える会／編 ナツメ社

829 N4 覚えるコツがどんどんつかめる韓国語会話 ジャレックス／編 高橋書店

829 N4 必ず話せる韓国語入門 小倉　紀蔵／監修 主婦の友社

830 N4 英語ができない私をせめないで！ 小栗　左多里／著 大和書房

830 N5 ダーリンの頭ン中 小栗　左多里／著 メディアファクトリー

9102 ｶｲ ジェネラル・ルージュの伝説 海堂　尊／著 宝島社

9102 ﾀｶ 遊ぶ日本 高橋　睦郎／著 集英社

9102 ﾊｷ 死んだら何を書いてもいいわ 萩原　朔美／著 新潮社

936 ﾏｸ 心の旅人たち ポール・マクダーモット ポプラ社

945 ﾌﾗ アンネの日記 アンネ・フランク 文芸春秋

H 219 K8 萩図誌 斎藤　定／ほか著 萩青年会議所

H 219 L4 萩の歴史 萩市郷土博物館友の会／編 萩市郷土博物館友の会

H 2197 N9 萩・長門今昔写真帖 樹下　明紀／監修 郷土出版社
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