
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 二人の推理は夢見がち 青柳　碧人／著 光文社 F ｱｵ

にゃん！ あさの　あつこ／著 白泉社 F ｱｻ

みなさんの爆弾 朝比奈　あすか／著 中央公論新社 F ｱｻ

月が導く異世界道中　１４ あずみ　圭／〔著〕 アルファポリス F ｱｽﾞ 14

伴走者 浅生　鴨／著 講談社 F ｱｿ

烏百花　蛍の章 阿部　智里／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

ステイ・ゴールド 池田　久輝／著 双葉社 F ｲｹ

赤銅（あかがね）の魔女 乾石　智子／著 創元社 F ｲﾇ

ギロチンハウス 大石　直紀／著 小学館 F ｵｵ

法廷弁論 加茂　隆康／著 講談社 F ｶﾓ

ガーディアンズ・ガーディアン　３ 河上　朔／著 新書館 F ｶﾜ 3

紅のアンデッド 川瀬　七緒／著 講談社 F ｶﾜ

さざなみのよる 木皿　泉／著 河出書房新社 F ｷｻﾞ

宇喜多の楽土 木下　昌輝／著 文藝春秋 F ｷﾉ

放課後ひとり同盟 小嶋　陽太郎／著 集英社 F ｺｼﾞ

ドロシイ殺し 小林　泰三／著 創元社 F ｺﾊﾞ

カットバック 今野　敏／著 毎日新聞出版 F ｺﾝ

日の出 佐川　光晴／著 集英社 F ｻｶﾞ

黙過 下村　敦史／著 徳間書店 F ｼﾓ

ヘイ・ジュード 小路　幸也／著 集英社 F ｼﾖ

少女を殺す１００の方法 白井　智之／著 光文社 F ｼﾗ

白の皇国物語　２０ 白沢　戌亥／〔著〕 アルファポリス F ｼﾗ 20

海辺の週刊大衆 せきしろ／著 双葉社 F ｾｷ

ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽　麻子／著 幻冬舎 F ﾀｷ

地球にちりばめられて 多和田　葉子／著 講談社 F ﾀﾜ

近松よろず始末処 築山　桂／著 ポプラ社 F ﾂｷ

ペインレス　上 天童　荒太／著 新潮社 F ﾃﾝ 1

ペインレス　下 天童　荒太／著 新潮社 F ﾃﾝ 2

砂の家 堂場　瞬一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾄﾞｳ

隠蔽人類 鳥飼　否宇／著 光文社 F ﾄﾘ

Ｔｅａｍ３８３ 中澤　日菜子／著 新潮社 F ﾅｶ

バルス 楡　周平／著 講談社 F ﾆﾚ

５時過ぎランチ 羽田　圭介／著 実業之日本社 F ﾊﾀﾞ

バビロンの階段 蜂須賀　敬明／著 文藝春秋 F ﾊﾁ

三千円の使いかた 原田　ひ香／著 中央公論新社 F ﾊﾗ

キネマトグラフィカ 古内　一絵／著 創元社 F ﾌﾙ

異界の錬金術士 ヘロー天気／〔著〕 アルファポリス F ﾍﾛ



日本の小説 傍流の記者 本城　雅人／著 新潮社 F ﾎﾝ

あの夏、二人のルカ 誉田　哲也／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾎﾝ

碧と花電車の街 麻宮　ゆり子／著 双葉社 F ﾏﾐ

向こう側の、ヨーコ 真梨　幸子／著 光文社 F ﾏﾘ

あやかし草紙 宮部　みゆき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾔ

ウェンディのあやまち 美輪　和音／著 光文社 F ﾐﾜ

葬偽屋に涙はいらない 森　晶麿／著 河出書房新社 F ﾓﾘ

つながりの蔵 椰月　美智子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔｽﾞ

ゲート　ＳＥＡＳＯＮ２－２ 柳内　たくみ／著 アルファポリス F ﾔﾅ 2-2

廃園日和 行成　薫／著 講談社 F ﾕｷ

奪うは我なり　朝倉義景 吉川　永青／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖｼ

外国の小説 パディントンベアの世界 ジャパンタイムズ／編 ジャパンタイムズ 933.7 ﾎﾞﾝ

影の子 デイヴィッド・ヤング／著 早川書房 933.7 ﾔﾝ

文庫 茉莉花官吏伝　３ 石田　リンネ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 3

恋と悪魔と黙示録　〔１０〕 糸森　環／著 一迅社 B F ｲﾄ 10

九紋龍 今村　翔吾／著 祥伝社 B F ｲﾏ

巡査長真行寺弘道 榎本　憲男／著 中央公論新社 B F ｴﾉ

ブラックペアン１９８８ 海堂　尊／〔著〕 講談社 B F ｶｲ

ほかほか蕗ご飯 坂井　希久子／著 角川春樹事務所 B F ｻｶ

ふんわり穴子天 坂井　希久子／著 角川春樹事務所 B F ｻｶ

ころころ手鞠ずし 坂井　希久子／著 角川春樹事務所 B F ｻｶ

さくさくかるめいら 坂井　希久子／著 角川春樹事務所 B F ｻｶ

なごりの月 中島　久枝／著 光文社 B F ﾅｶ

鬼の蔵 内藤　了／著 講談社 B F ﾅｲ

首洗い滝 内藤　了／著 講談社 B F ﾅｲ

いつかの花 中島　久枝／著 光文社 B F ﾅｶ

麦の滴 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

京都烏丸御池のお祓い本舗　続 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 2

あやかしお宿に嫁入りします。 友麻　碧／〔著〕 〔〕ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

あやかしお宿で食事処はじめます。 友麻　碧／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

あやかしお宿に好敵手きました。 友麻　碧／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

あやかしお宿から攫われました。 友麻　碧／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

あやかしお宿が町おこしします。 友麻　碧／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

総記 綾部市子どもの読書活動推進計画　第２次 綾部市教育委員会／編 綾部市綾部市教育委員会 A 015.6

図書館員のためのイベント実践講座 北村　志麻／著 樹村房 015.8 ｷﾄ

公共図書館の冒険 柳　与志夫／編 みすず書房 016.2 ｺ

１３歳からの絵本ガイド 金原　瑞人／監修 西村書店 019.5 ｼﾞ

東大王 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 031.7 ﾄ

１日１ページ、読むだけで身につく世界の教養３６５デイヴィッド・Ｓ．キダー／著文響社 033 ｷｲ

高校生と考える希望のための教科書 桐光学園中学校・高等学校／編 左右社 041 ｺ

おかんメールリターンズ 『おかんメール』制作委員会／編 扶桑社 049 ｵ

哲学 “偽りの自分”からの脱出 梯谷　幸司／著 幻冬舎メディアコンサルティング 146.8 ﾊｲ

本当の自分に出会えば、病気は消えていく 梯谷　幸司／著 三笠書房 146.8 ﾊﾎ



哲学 カタカムナ 丸山　修寛／著 静風社 147.7 ﾏｶ

「運気が上がる手相」のつくり方 北島　禎子／著 メイツ出版 148.1 ｷｳ

国体論 白井　聡／著 集英社 155 ｼｺ

女は年を重ねるほど自由になる ワタナベ　薫／著 大和書房 159.6 ﾜｵ

「あなたに会うと元気になる」といわれる人 斎藤　茂太／著 新講社 159 ｻｱ

宝くじで１億円当たった人の末路 鈴木　信行／著 日経ＢＰ社 159 ｽﾀ

何をしてもうまくいく人のシンプルな習慣 ジム・ドノヴァン／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン159 ﾄﾞﾅ

夢をかなえる人の考え方 ジム・ドノヴァン／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 159 ﾄﾞﾕ

空海「秘蔵宝鑰」 空海／〔著〕 角川学芸出版 B 188.5 ｸｸ

歴史 英語対訳で学ぶ日本 麗澤大学「学び伝えよう日本」プロジェクト／著 育鵬社 210.1 ｴ

大学的長崎ガイド 長崎大学多文化社会学部／編 昭和堂 219.3 ﾀﾞ

幕末・明治偉人たちの「定年後」 河合　敦／著 ＷＡＶＥ出版 281.0 ｶﾊﾞ

大日本帝国をつくった男 武田　知弘／著 ベストセラーズ 289.1 ｲﾄ

できるだけがんばらないひとりたび 田村　美葉／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 290.9 ﾀﾃﾞ

ふるさとＮＥＸＴ 京都新聞社／編 京都新聞出版センター A 291.6 ﾌ

社会科学 永田町アホばか列伝 足立　康史／著 悟空出版 312.1 ｱﾅ

上司が何を言っているのかわからない！というあなたへ 松本　幸夫／著 海竜社 336.4 ﾏｼﾞ

言葉通りすぎる男　深読みしすぎる女 堀田　秀吾／著 大和書房 361.4 ﾎｺ

老後はひとり暮らしが幸せ　〔正〕 辻川　覚志／著 水曜社 367.7 ﾂﾛ 1

老後はひとり暮らしが幸せ　続 辻川　覚志／著 水曜社 367.7 ﾂﾛ 2

子どもの性同一性障害に向き合う 西野　明樹／著 日東書院本社 367.9 ﾆｺ

写真でわかる移乗・移動ケア 田中　義行／監修 ナツメ社 369.2 ｼ

かがやけ！ＡＳＤキッズ 山根　ひろ子／著 本の種出版 378.8 ﾔｶ

子どもを叱り続ける人が知らない「５つの原則」 石田　勝紀／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 379.9 ｲｺ

子どもと昔話　４５号（２０１０年秋） 小澤昔ばなし研究所／編集 川崎小澤昔ばなし研究所 388.0 ｺ 45

子どもと昔話　４７号（２０１１年春） 小澤昔ばなし研究所／編集 川崎小澤昔ばなし研究所 388.0 ｺ 47

子どもと昔話　４９号（２０１１年秋） 小澤昔ばなし研究所／編集 川崎小澤昔ばなし研究所 388.0 ｺ 49

子どもと昔話　５０号（２０１２年冬） 小澤昔ばなし研究所／編集 川崎小澤昔ばなし研究所 388.0 ｺ 50

自然科学 タツノオトシゴ図鑑 サラ・ローリー／著 丸善出版 487.7 ﾛﾀ

医者の死生観 梶　葉子／著 朝日新聞出版 490.1 ｶｲ

顔を見れば隠れた病気がわかる 三浦　直樹／著 マキノ出版 492.7 ﾐｶ

「大人のＡＤＨＤ」のための片づけ力 司馬　理英子／監修 講談社 493.7 ｵ

ラクして身につく！長寿時代のがんばらない健康法 中央公論新社 498.3 ﾗ

健康という病 五木　寛之／著 幻冬舎 498.3 ｲｹ

３日食べなきゃ、７割治る！ 船瀬　俊介／著 ビジネス社 498.5 ﾌﾐ

技術 教養としてのテクノロジー 伊藤　穣一／著 ＮＨＫ出版 504 ｲｷ

よくわかるリスクアセスメント 向殿　政男／著 中央労働災害防止協会 509.8 ﾑﾖ

家づくりを楽しむ教科書 エクスナレッジ 527 ｲ

ロボット－それは人類の敵か、味方か 中嶋　秀朗／著 ダイヤモンド社 548.3 ﾅﾛ

ニッポン駄菓子工場 Ｂｅｒｅｔｔａ／著 雷鳥社 588.3 ﾆ

大草直子のＳＴＹＬＩＮＧ＆ＩＤＥＡ 大草　直子／著 講談社 589.2 ｵｵ

ずっと美しい人のおしゃれスタイル 「ずっと美しい人」編集部／編 集英社 589.2 ｽﾞ

魔法の家事時間割 三條　凛花／著 扶桑社 590 ｻﾏ



技術 全身ユニクロ！朝、マネするだけ Ｈａｎａ／著 ダイヤモンド社 589.2 ﾊｾﾞ

すっごい掃除・捨て方・片づけ方 『ＰＨＰくらしラク～る』編集部／編 ＰＨＰ研究所 590 ｽ

小さな草花でいろどるリボン刺繍＆小物たち ｐｏｒｉｔｏｒｉｅ／著 日本文芸社 594.2 ﾎﾟﾁ

ハギレで作るかわいい布こもの ブティック社 594 ﾊ

ていねいでやさしい暮らしの中の、手づくり布小物 美濃羽　まゆみ／著 家の光協会 594 ﾐﾃ

グレイヘアという選択 主婦の友社／編 主婦の友社 595.4 ｸﾞ

理想のカラダをつくる！ライザップ式ダイエット献立 扶桑社 595.6 ﾘ

みそ汁はおかずです 瀬尾　幸子／著 学研プラス 596.2 ｾﾐ

土鍋を使ったココロとカラダを元気にする里山料理 斉藤 典加/著　若杉　友子/監修 きらり上林 A 596.3 ｻﾄﾞ

ばあちゃんの囲炉裏端 若杉　友子 綾部NORICA STYLE株式会社 A 596.3 ﾜﾊﾞ

果物と野菜のゼリー 袴田　尚弥／著 グラフィック社 596.6 ﾊｸ

ちょこっと楽しむ保存食 伊藤　玲子／著 家の光協会 596 ｲﾁ

ここまでできる！まな板いらずの絶品レシピ 金丸　絵里加／著 家の光協会 596 ｶｺ

３５歳からのはじめての妊娠・出産・育児安心ＢＯＯＫ 大鷹　美子／監修 ナツメ社 598.2 ｻ

産業 千年の田んぼ 石井　里津子／著 旬報社 616.2 ｲｾ

一年中センスよく美しい小さな庭づくり 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 629.7 ｲ

車いす犬ラッキー 小林　照幸／著 毎日新聞出版 645.6 ｺｸ

愛鳥のための手づくり飼育グッズ 武田　毅／著 誠文堂新光社 646.8 ﾀｱ

金魚 佐々木　浩之／著 誠文堂新光社 666.9 ｻｷ

なぜ、相手の話を「聞く」だけで営業がうまくいくのか？青木　毅／著 サンマーク出版 673.3 ｱﾅ

芸術 身近なモチーフで始める水彩画 堀川　理万子／著 誠文堂新光社 724.4 ﾎﾐ

定本基本の動物デッサン ゴットフリード・バメス／著 パイインターナショナル 725 ﾊﾞﾃ

水木しげる漫画大全集　０６７ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 67

水木しげる漫画大全集　１０３ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 103

水木しげる漫画大全集　補巻５ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ ﾎ5

今森光彦の里山の切り絵 今森　光彦／切り絵・文 世界文化社 754.9 ｲｲ

１年中楽しむかわいい実用おりがみ 山口　真／著 ソシム 754.9 ﾔｲ

西洋骨董鑑定の教科書 ジュディス・ミラー／著 パイインターナショナル 756.8 ﾐｾ

父・横山やすし伝説 木村　一八／著 宝島社 779.1 ﾖｺ

観るまえに読む大修館スポーツルール　２０１８ 大修館書店編集部／編集 大修館書店 780.3 ﾐ 18

言語 プロが教える朗読　心に届く語りのコツ５０ 葉月　のりこ／監修 メイツ出版 809.4 ﾌﾟ

文豪の凄い語彙力 山口　謠司／著 さくら舎 814 ﾔﾌﾞ

関西弁事典 真田　信治／監修 ひつじ書房 R 818.6 ｶ

たったの７２パターンでこんなに話せるベトナム語会話 欧米・アジア語学センター／著 明日香出版社 829.3 ﾀ

こんなに簡単！鈴木亮平の中学英語で世界一周！ 鈴木　亮平／〔著〕 マガジンハウス 837.8 ｽｺ

サバイバル英文読解 関　正生／著 ＮＨＫ出版 837.5 ｾｻ

世界一簡単なフランス語の本 中条　省平／著 幻冬舎 850 ﾁｾ

文学 文芸翻訳教室 越前　敏弥／著 研究社 901.3 ｴﾌﾞ

〈実践〉小説教室 根本　昌夫／著 河出書房新社 901.3 ﾈｼﾞ

あの人とあの本の話 瀧井　朝世／著 小学館 910.2 ﾀｱ

鈴江幸太郎歌集 鈴江　幸太郎／著 京都初音書房 911.1

明日への一歩 津村　節子／著 河出書房新社 914.6 ﾂﾑ

いずれの日にか国に帰らん 安野　光雅／著 山川出版社 914.6 ｱﾝ



文学 老いをきりりと、生きる 島津　みえ／著 水曜社 914.6 ｼﾏ

魂の秘境から 石牟礼　道子／著 朝日新聞出版 914.6 ｲｼ

１００歳の１００の知恵 吉沢　久子／著 中央公論新社 914.6 ﾖｼ

バッグをザックに持ち替えて 唯川　恵／著 光文社 915.6 ﾕｲ

私は絶対許さない 雪村　葉子／著 ブックマン社 916 ﾕｷ

カズオ・イシグロの長崎 平井　杏子／著 長崎文献社 930.2 ｲｼ

ラヴェルスタイン ソール・ベロー／著 彩流社 933.7 ﾍﾞﾛ

４歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した マイケル・ボーンスタイン／著 ＮＨＫ出版 936 ﾎﾞﾝ

緑の扉は夢の入口 ケルスティン・ギア／著 創元社 943.7 ｷﾞｱ

児童書（読物） ルルとララのアニバーサリー・サンド あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店 F ｱﾝ

こんぴら狗 今井　恭子／作 くもん出版 F ｲﾏ

アリマス国とアリマセン国 鬼頭　隆／さく ひさかたチャイルド F ｷﾄ

お父さんのＶサイン そうま　こうへい／作 小峰書店 F ｿｳ

水色の不思議 斉藤　洋／作 静山社 F ｻｲ

レイナが島にやってきた！ 長崎　夏海／作 理論社 F ﾅｶﾞ

きみ、なにがすき？ はせがわ　さとみ／作 あかね書房 F ﾊｾ

まじょ子とステキなおひめさまドレス 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

おばけのたからもの むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

マネキンさんがきた 村中　李衣／作 ＢＬ出版 F ﾑﾗ

怪談オウマガドキ学園　２６ 常光　徹／責任編集 童心社 F 26

怪談オウマガドキ学園　２７ 常光　徹／責任編集 童心社 F 27

石井桃子 竹内　美紀／文 あかね書房 910 ｲｼ

コクルおばあさんとねこ フィリパ・ピアス／作 徳間書店 933 ﾋﾟｱ

わたしがいどんだ戦い１９３９年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／作 評論社 933 ﾌﾞﾗ

最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ／作 文研出版 933 ﾓﾊﾟ

猫の楽園 エミール・ゾラ／作 理論社 953 ｿﾞﾗ

太陽と月の大地 コンチャ・ロペス＝ナルバエス／著 福音館書店 963 ﾛﾍﾟ

児童書（知識） この世界のしくみ 河野　哲也／著 毎日新聞出版 104

ハッピーになれるトランプ占い マーク・矢崎／著 金の星社 148

日本史探偵コナン　７ 青山　剛昌／原作 小学館 210 7

日本史探偵コナン　９ 青山　剛昌／原作 小学館 210 9

世界の歴史アドベンチャー　メソポタミアの秘宝 キム　ユンス／文 コスミック出版 227

世界の歴史アドベンチャー　エジプトの秘宝 ゴムドリｃｏ．／文 コスミック出版 242

大久保利通 落合　弘樹／監修 小学館 289 ｵｵ

木戸孝允〈桂小五郎〉 落合　弘樹／監修 小学館 289 ｷﾄﾞ

ぶどう畑で見る夢は 小手鞠　るい／著 原書房 369

世界を変えた５０人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー／著 大阪創元社 402

世界の科学者まるわかり図鑑 藤嶋　昭／監修 学研プラス 402

ぬまがさワタリのゆかいないきもの〓図鑑 ぬまがさ　ワタリ／著 西東社 480

有害物質のサバイバル スウィートファクトリー／文 朝日新聞出版 519

クニマスは生きていた！ 池田　まき子／著 汐文社 664

はじめよう！たのしいギターｆｏｒキッズ 浦田　泰宏／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 763.5 ｳﾊ

いちばんわかりやすいこども囲碁教室 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 795 ｲ



児童書（知識） 羽生善治の将棋入門 羽生　善治／著 河出書房新社 796 ﾊﾊ

みんなで！ひとりで！たのしいトランプあそび 草場　純／監修 ナツメ社 797.2 ﾐ

あそぼう、けん玉 日本けん玉協会／編著 ベースボール・マガジン社 798 ｱ

ジュニアクラウン小学英和・和英辞典 三省堂編修所／編 三省堂 R 833

絵本 みんなみんないないいないばあ いまむら　あしこ／文 あすなろ書房 E ｱｽ

さとやまさん 工藤　直子／文 アリス館 E ｱﾘ

みんな、ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ／作・絵 アルファポリス E ｱﾙ

わたしのげぼく 上野　そら／作 アルファポリス E ｱﾙ

しゅりけんとうちゃん 寿　金之輔／作 岩崎書店 E ｲﾜ

シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル／作 岩波書店 E ｲﾜ

がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス／文 ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

いっぺんやってみたかってん はっとり　ひろき／作 講談社 E ｺｳ

たくはいびーん 林　木林／作 小峰書店 E ｺﾐ

森のおくから レベッカ・ボンド／作 ゴブリン書房 E ｺﾞﾌﾞ

コップってなんだっけ？ 佐藤　オオキ／著 ダイヤモンド社 E ﾀﾞｲ

めろんさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー／文 西村書店 E ﾆｼ

すきま地蔵 室井　滋/文　長谷川　義史/絵 白泉社 E ﾊｾ

たったひとつのドングリが ローラ・Ｍ．シェーファー／ぶん 評論社 E ﾋﾖ

とくべつないちにち かさい　まり／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

わんぱくだんのおにわのようせいたち ゆきの　ゆみこ／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

あむ 小風　さち／さく 福音館書店 E ﾌｸ

うどんやのたあちゃん 鍋田　敬子／さく 福音館書店 E ﾌｸ

なずずこのっぺ？ カーソン・エリス／さく フレーベル館 E ﾌﾚ

こんにちは、キリンのあかちゃん 公文　健太郎／写真 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

いたずらトロルと音楽隊 アニタ・ローベル／さく ロクリン社 E ﾛｸ

綾 

綾部市図書館のアンケートに 

ご協力いただき 

ありがとうございました。 
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