
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子／著 新潮社 F ｱｹ

転生王子はダラけたい　５ 朝比奈　和／著 アルファポリス F ｱｻ 5

風が吹いたり、花が散ったり 朝倉　宏景／著 講談社 F ｱｻ

アンダーカバー 麻生　幾／著 幻冬舎 F ｱｿ

異世界でカフェを開店しました。　１１ 甘沢　林檎／著 アルファポリス F ｱﾏ 11

爽年 石田　衣良／著 集英社 F ｲｼ

わたしの忘れ物 乾　ルカ／著 創元社 F ｲﾇ

コンタミ 伊与原　新／著 講談社 F ｲﾖ

キジムナーｋｉｄｓ 上原　正三／著 現代書館 F ｳｴ

テュポーンの楽園 梅原　克文／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｳﾒ

青春のジョーカー 奥田　亜希子／著 集英社 F ｵｸ

泣きかたをわすれていた 落合　恵子／著 河出書房新社 F ｵﾁ

ひと 小野寺　史宜／著 祥伝社 F ｵﾉ

庭 小山田　浩子／著 新潮社 F ｵﾔ

隣のずこずこ 柿村　将彦／著 新潮社 F ｶｷ

ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子／著 新潮社 F ｶﾜ

小萩のかんざし 北村　薫／著 文藝春秋 F ｷﾀ

素材採取家の異世界旅行記　４ 木乃子　増緒／著 アルファポリス F ｷﾉ 4

じっと手を見る 窪　美澄／著 幻冬舎 F ｸﾎﾞ

豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知　淳／著 実業之日本社 F ｸﾗ

ＡＩのある家族計画 黒野　伸一／著 早川書房 F ｸﾛ

房総グランオテル 越谷　オサム／著 祥伝社 F ｺｼ

罪人が祈るとき 小林　由香／著 双葉社 F ｺﾊﾞ

震える教室 近藤　史恵／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾝ

とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記　１５ 椎名　ほわほわ／著 アルファポリス F ｼｲ 15

引き抜き屋　１ 雫井　脩介／著 ＰＨＰ研究所 F ｼｽﾞ 1

引き抜き屋　２ 雫井　脩介／著 ＰＨＰ研究所 F ｼｽﾞ 2

オリンピックへ行こう！ 真保　裕一／著 講談社 F ｼﾝ

枕女王 新堂　冬樹／著 河出書房新社 F ｼﾝ

敗れども負けず 武内　涼／著 新潮社 F ﾀｹ

祈りのカルテ 知念　実希人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾁﾈ

青空と逃げる 辻村　深月／著 中央公論新社 F ﾂｼﾞ

悪徳の輪舞曲（ロンド） 中山　七里／著 講談社 F ﾅｶ

にらみ 長岡　弘樹／著 光文社 F ﾅｶﾞ

編集長の条件 長崎　尚志／著 新潮社 F ﾅｶﾞ

小屋を燃す 南木　佳士／著 文藝春秋 F ﾅｷﾞ



ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月　隆文／著 幻冬舎 F ﾅﾅ

日本の小説 草薙の剣 橋本　治／著 新潮社 F ﾊｼ

雨と詩人と落花と 葉室　麟／著 徳間書店 F ﾊﾑ

魔力の胎動 東野　圭吾／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋｶﾞ

平凡な革命家の食卓 樋口　有介／著 祥伝社 F ﾋｸﾞ

わかって下さい 藤田　宜永／著 新潮社 F ﾌｼﾞ

湖畔の愛 町田　康／著 新潮社 F ﾏﾁ

友達以上探偵未満 麻耶　雄嵩／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏﾔ

龍の耳を君に 丸山　正樹／著 創元社 F ﾏﾙ

集団探偵 三浦　明博／著 講談社 F ﾐｳ

鵺 三田　完／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾀ

風は西から 村山　由佳／著 幻冬舎 F ﾑﾗ

食堂メッシタ 山口　恵以子／著 角川春樹事務所 F ﾔﾏ

ふたりみち 山本　幸久／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾏ

凶犬の眼 柚月　裕子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾕｽﾞ

デートクレンジング 柚木　麻子／著 祥伝社 F ﾕｽﾞ

地下にうごめく星 渡辺　優／著 集英社 F ﾜﾀ

外国の小説 新しきイヴの受難 アンジェラ・カーター／著 国書刊行会 933.7 ｶﾀ

マザリング・サンデー グレアム・スウィフト／著 新潮社 933.7 ｽｳ

ハリー・ポッターと魔法の歴史 ブルームズベリー社／編 静山社 933.7 ﾛﾘ

ハリー・ポッターと魔法の歴史をめぐる旅 ブルームズベリー社／編 静山社 933.7 ﾛﾘ

乗客ナンバー２３の消失 セバスチャン・フィツェック／著 文藝春秋 943.7 ﾌｲ

最後に鴉がやってくる イタロ・カルヴィーノ／著 国書刊行会 973 ｶﾙ

失われた手稿譜 フェデリーコ・マリア・サルデッリ／著 創元社 973 ｻﾙ

文庫本 茉莉花官吏伝　２ 石田　リンネ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 2

色即是空空即是色 塩野　尚子 文芸社 B F ｼｵ

ニワトリ★スター たなか　雄一狼／著 宝島社 B F ﾀﾅ

闇姫変化 鳥羽　亮／著 講談社 B F ﾄﾊﾞ

憑き御寮 内藤　了／著 講談社 B F ﾅｲ

京都寺町三条のホームズ　９ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 9

後宮天后物語 夕鷺　かのう／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

総記 これからの世界をつくる仲間たちへ 落合　陽一／著 小学館 007.3 ｵｺ

いちばんやさしい６０代からのＦａｃｅｂｏｏｋ 柴田　和枝／著 日経ＢＰ社 007.3 ｼｲ

「好き」と「ネット」を接続すると、あなたに「お金」が降ってくる 立花　岳志／著 サンマーク出版 007.3 ﾀｽ

第103回全国図書館大会東京大会記録 第103回全国図書館大会実行委員会 第103回全国図書館大会実行委員会 010.4 ﾀﾞ

わたしは１０歳、本を知らずに育ったの。 シャンティ国際ボランティア会／編 合同出版 016.2 ﾜ

読み聞かせは魔法！ 吉田　新一郎／著 明治図書出版 019.5 ﾖﾖ

進む、書籍ＰＲ！ 奥村　知花／著 ＰＨＰ研究所 023.1 ｵｽ

拝啓、本が売れません 額賀　澪／著 ベストセラーズ 023.1 ﾇﾊ

哲学 風味は不思議 ボブ・ホルムズ／著 原書房 141.2 ﾎﾌ

これはしない、あれはする 小林　照子／著 サンマーク出版 159 ｺｺ

極上の孤独 下重　暁子／著 幻冬舎 159 ｼｺﾞ



１００の傑作で読むギリシア神話の世界 マルグリット・フォンタ／著 大阪創元社 164.3 ﾌﾋ

歴史 幕末史かく流れゆく 中村　彰彦／著 中央公論新社 210.5 ﾅﾊﾞ

歴史 維新の影 姜　尚中／著 集英社 210.6 ｶｲ

不死身の特攻兵 鴻上　尚史／著 講談社 210.7 ｺﾌ

昭和天皇実録　第１６ 書籍 288.4 ｼﾖ 16

昭和天皇実録　第１７ 書籍 288.4 ｼﾖ 17

昭和天皇実録　第１８ 書籍 288.4 ｼﾖ 18

西郷隆盛　維新１５０年目の真実 家近　良樹／著 ＮＨＫ出版 289.1 ｻｲ

西郷隆盛はどう語られてきたか 原口　泉／著 新潮社 B 289.1 ｻｲ

歩く地図京都散歩　２０１９ 成美堂出版 291.6 ｱ 19

京都をあるく　〔２０１８〕 ＪＴＢパブリッシング 291.6 ｷ 18

社会科学 日本再興戦略 落合　陽一／著 幻冬舎 304 ｵﾆ

私物化される国家 中野　晃一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 312.1 ﾅｼ

新・日本の階級社会 橋本　健二／著 講談社 361.8 ﾊｼ

定年入門 高橋　秀実／著 ポプラ社 367.7 ﾀﾃ

満州奇跡の脱出 ポール・邦昭・マルヤマ／著 札幌柏艪舎 369.3 ﾏﾏ

心とからだを育てる和太鼓 水野　惠理子／著 京都かもがわ出版 376.1 ﾐｺ

国語って、子どもにどう教えたらいいの？ 福嶋　隆史／著 大和出版 379.9 ﾌｺ

Ｓｈｏｅｓ ジョン・ピーコック／著 マール社 383.2 ﾋﾟｼ

自然科学 天空の地図 アン・ルーニー／著 日経ナショナルジオグラフィック社 440.2 ﾙﾃ

実践！ロコモティブシンドローム 中村　耕三／著 三輪書店 493.6 ﾅｼﾞ

早期発見＋早期ケアで怖くない隠れ認知症 旭　俊臣／著 幻冬舎メディアコンサルティング 493.7 ｱｿ

自傷・自殺のことがわかる本 松本　俊彦／監修 講談社 493.7 ｼﾞ

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に暮らすための本 村上　由美／著 翔泳社 493.7 ﾑﾁ

自分で治すカラダと心の不調解消ＢＯＯＫ 日経ＢＰ 495 ﾆｼﾞ

日本の食材図鑑 レジア／編 新星出版社 498.5 ﾆ

はちみつ日和 前田　京子／著 マガジンハウス 498.5 ﾏﾊ

技術 いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形　慶子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 527 ｲｲ

日本人がいちばん暮らしやすい間取り図鑑 フリーダムアーキテクツ／著 エクスナレッジ 527.1 ﾆ

草笛光子のクローゼット 草笛　光子／著 主婦と生活社 589.2 ｸｸ

大人のコーディネートレッスン 鈴木　尚子／著 宝島社 589.2 ｽｵ

女は服装が９割 吉村　ひかる／著 毎日新聞出版 589.2 ﾖｵ

無印良品の片づけ・掃除・洗濯 エクスナレッジ 590 ﾑ

１００歳までお金に苦労しない定年夫婦になる！ 井戸　美枝／著 集英社 591 ｲﾋ

国産材でつくるインパクトドライバー木工 大内　正伸／著 農山漁村文化協会 592.7 ｵｺ

２×材木工入門 学研プラス 592.7 ﾂ

私が作る旅のワードローブ 笹原　のりこ／著 文化学園文化出版局593.3 ｻﾜ

ハローキティといっしょ　はじめての手芸レッスン 文化出版局／編 文化学園文化出版局 594 ﾊ

ハーバリウム 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 594.8 ﾊ

着物の日のボブ＆ショートアレンジ 鈴木　富美子／監修 世界文化社 595.4 ｷ

ぜんぶ簡単どんぶり きじま　りゅうた／著 世界文化社 596.3 ｷｾﾞ

お母さんだけが頑張らないラクちん片づけ 小宮　真理／著 辰巳出版 597.5 ｺｵ



孫ができたらまず読む本 宮本　まき子／監修 ＮＨＫ出版 599 ﾏ

産業 絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業岩佐　大輝／著 朝日新聞出版 611.7 ｲｾﾞ

農家直伝豆をトコトン楽しむ 農文協／編 農山漁村文化協会 616.7 ﾉ

産業 栽培のコツがわかるベランダガーデニング ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 627.8 ｻ

温かな“さようなら” 辻井　康祐／著 新日本出版社 673.9 ﾂｱ

今日のご遺体 永井　結子／著 祥伝社 B 673.9 ﾅｷ

芸術 水木しげる漫画大全集　０４６ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 46

水木しげる漫画大全集　０９０ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 90

水木しげる漫画大全集　０９２ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 92

水木しげる漫画大全集　１０２ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 102

過去六年間を顧みて かこ　さとし／著 偕成社 726.6 ｶｺ

しかけ絵本 平凡社 726.6 ｼ

ターシャ・テューダーへの道 食野　雅子／著 主婦と生活社 726.6 ﾁﾕ

ヴァージニア・リー・バートンの世界 ギャラリーエークワッド／編 小学館 726.6 ﾊﾞﾄ

日本のポスター 並木　誠士／編著 京都青幻舎 727.6 ﾆ

デザインあ解散！の解 岡崎　智弘／解散 ポプラ社 757 ｵﾃﾞ

デザインあ解散！の散 岡崎　智弘／解散 ポプラ社 757 ｵﾃﾞ

金子みすゞの色彩楽譜 小谷　秀行／著 大阪パレード M 761.2 ｺｶ

Ｌｉｌｙ 石田　ゆり子／著 文藝春秋 778.2 ｲｼ

半分、青い。　Ｐａｒｔ１ 北川　悦吏子／作 ＮＨＫ出版 778.8 ﾊ 1

生きつづける言葉 平尾　誠二／著 ＰＨＰ研究所 783.4 ﾋﾗ

夢を生きる 羽生　結弦／著 中央公論新社 784.6 ﾊﾆ

言語 これだけは知っておきたい！難読漢字ドリル 滋慶出版　土屋書店 811.2 ｺ

広辞苑をつくるひと 三浦 しをん 岩波書店 B 813.1 ｺ

大人の文章力 齋藤　孝／著 大和出版 816 ｻｵ

文学 主よ一羽の鳩のために 須賀　敦子／著 河出書房新社 911.5 ｽｼ

狸の匣 マーサ・ナカムラ／著 思潮社 911.5 ﾏﾀ

全解絵でよむ古事記　上巻 奈良　毅／監修 冨山房インターナショナル 913.2 ｾﾞ 1

全解絵でよむ古事記　中巻 奈良　毅／監修 冨山房インターナショナル913.2 ｾﾞ 2

全解絵でよむ古事記　下巻 奈良　毅／監修 冨山房インターナショナル 913.2 ｾﾞ 3

平成「方丈記」 松島　令／著 言視舎 914.4 ｶﾓ

終わりと始まり２．０ 池澤　夏樹／著 朝日新聞出版 914.6 ｲｹ

みんな昔はこどもだった 池内　紀／著 講談社 914.6 ｲｹ

いろいろあった人へ 伊集院　静／著 講談社 914.6 ｲｼﾞ

物語のなかとそと 江國　香織／著 朝日新聞出版 914.6 ｴｸ

花のいのち 瀬戸内　寂聴／著 講談社 914.6 ｾﾄ

犬棒日記 乃南　アサ／著 双葉社 914.6 ﾉﾅ

不倫のオーラ 林　真理子／著 文藝春秋 914.6 ﾊﾔ

逃げる力 百田　尚樹／著 ＰＨＰ研究所 914.6 ﾋﾔ

キクコさんのつぶやき 溝井　喜久子／著 ユサブル 914.6 ﾐｿﾞ

吉祥寺デイズ 山田　詠美／著 小学館 914.6 ﾔﾏ

野蛮なアリスさん ファン　ジョンウン／著 河出書房新社 929.1 ﾌｱ



おばあちゃんのごめんねリスト フレドリック・バックマン／著 早川書房 949.8 ﾊﾞﾂ

児童書（読物） モンスター・ホテルでプレゼント 柏葉　幸子／作 小峰書店 F ｶｼ

みんなのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

痛快！天才キッズ・ミッチー 宗田　理／著 ＰＨＰ研究所 F ｿｳ

児童書（読物） ４ミリ同盟 高楼　方子／著 福音館書店 F ﾀｶ

おしりたんてい　あやうしたんていじむしょ トロル／さく・え ポプラ社 F ﾄﾛ

都会（まち）のトム＆ソーヤ　１５ はやみね　かおる／著 講談社 F ﾊﾔ 15

奇譚ルーム はやみね　かおる／著 朝日新聞出版 F ﾊﾔ

あしたもチャーシューメン 最上　一平／作 新日本出版社 F ﾓｶﾞ

スターライト号でアドリア海へ 山下　明生／作 理論社 F ﾔﾏ

妖怪たぬきポンチキン雪わらしとのやくそく 山口　理／作 文溪堂 F ﾔﾏ

５分後に恋するラスト エブリスタ／編 河出書房新社 F

５分後に笑えるどんでん返し エブリスタ／編 河出書房新社 F

暗号クラブ　１２ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 12

科学探偵ＶＳ．魔界の都市伝説 佐東　みどり／作 朝日新聞出版 ｽｲﾘ

サバイバル・レース　３ クリスティン・イアハート／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｲｱ 3

家ネコのボクが、にんきものになるまで ヤスミン・スロヴェック／作 文研出版 933 ｽﾛ

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス／作 岩崎書店 933 ﾄﾏ

児童書（知識） イラストでわかる子どもの認知行動療法 石川　信一／著 合同出版 146

どう解く？ やまざき　ひろし／ぶん ポプラ社 150

子どもこころの育て方 稲盛　和夫／監修 西東社 159

日本史探偵コナン　１２ 青山　剛昌／原作 小学館 210 12

日本の歴史　〔別巻〕 集英社 210 21

失敗図鑑 ｍｕｇｎｙ／絵 京都いろは出版 280

世界を変えた１００人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ／文 河出書房新社 280

かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ／著 ＰＨＰ研究所 289 ｱﾘ

調べる学習子ども年鑑　２０１８ 朝日小学生新聞／監修 岩崎書店 304 18

しらべよう！世界の選挙制度 大野　一夫／著 汐文社 314

告白 旗手　啓介／著 講談社 329

実験対決　２７ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 27

算数の図鑑 キャロル・ヴォーダマン／著 誠文堂新光社 410

ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐竜博物館　１ 福井県立恐竜博物館／監修 岩崎書店 457 1

羽毛恐竜 大島　英太郎／作 福音館書店 457

しあわせの牛乳 佐藤　慧／著 ポプラ社 641

勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー　卓球 真田　浩二／監修 金の星社 783.6 ｶ

イラスト版人前で話すこつ 海野　美穂／著 合同出版 809

漢字の音よみ名人 カネコ　ツミエ／絵 太郎次郎社エディタス 811

三省堂例解小学ことわざ辞典 川嶋　優／編 三省堂 R 813

三省堂例解小学四字熟語辞典 田近　洵一／編 三省堂 R 813

絵本 たぬきの花よめ道中 最上　一平／作 岩崎書店 E ｲﾜ

マンボウひまな日 たけがみ　たえ／作 絵本館 E ｴﾎ

ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 教育画劇 E ｷﾖ



しばはま 野村　たかあき／文　絵 教育画劇 E ｷﾖ

ふしぎなカサやさん みやにし　たつや／作絵 金の星社 E ｷﾝ

そらからぼふ～ん 高畠　那生／作 くもん出版 E ｸﾓ

あかちゃん新社長がやってきた マーラ・フレイジー／作 講談社 E ｺｳ

恐竜トリケラトプスはじめてのたたかい 黒川　みつひろ／作・絵 小峰書店 E ｺﾐ

絵本 ゆうえんちでなんでやねん 鈴木　翼／文 世界文化社 E ｾｶ

トンダばあさん 北村　裕花／作・絵 狛江小さい書房 E ﾁｲ

大統領を動かした女性ルース・ギンズバーグ ジョナ・ウィンター／著 汐文社 E ﾁﾖ

ぜったいあけちゃダメッ！ アンディ・リー／作 永岡書店 E ﾅｶﾞ

かべのむこうになにがある？ ブリッタ・テッケントラップ／作 神戸ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

おべんとうしろくま 柴田　ケイコ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

飛行機しゅっぱつ！ 鎌田　歩／作 福音館書店 E ﾌｸ

ぜったいいぬをかうからね ローレン・チャイルド／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

こいのぼりくんのさんぽ すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ﾎﾙ


