
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 三毛猫ホームズの復活祭 赤川　次郎／著 東京：光文社 F ｱｶ

鏡じかけの夢 秋吉　理香子／著 東京：新潮社 F ｱｷ

雲の果 あさの　あつこ／著 東京：光文社 F ｱｻ

怪しくて妖しくて 阿刀田　高／著 東京：集英社 F ｱﾄ

平城京 安部　龍太郎／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾍﾞ

その話は今日はやめておきましょう 井上　荒野／著 東京：毎日新聞出版 F ｲﾉ

本懐 上田　秀人／著 東京：光文社 F ｳｴ

蕎麦、食べていけ！ 江上　剛／著 東京：光文社 F ｴｶﾞ

爆身 大沢　在昌／著 東京：徳間書店 F ｵｵ

福家警部補の考察 大倉　崇裕／著 東京：東京創元社 F ｵｵ

恋の川、春の町 風野　真知雄／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｾﾞ

新選組の料理人 門井　慶喜／著 東京：光文社 F ｶﾄﾞ

ナーダという名の少女 角野　栄子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾄﾞ

燃える水 河合　莞爾／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾜ

チンギス紀　１，２ 北方　謙三／著 東京：集英社 F ｷﾀ 1

ロンリネス 桐野　夏生／著 東京：光文社 F ｷﾘ

炎の来歴 小手鞠　るい／著 東京：新潮社 F ｺﾃﾞ

万引き家族 是枝　裕和／著 東京：宝島社 F ｺﾚ

わたしの本の空白は 近藤　史恵／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F ｺﾝ

無暁の鈴 西條　奈加／著 東京：光文社 F ｻｲ

若旦那のひざまくら 坂井　希久子／著 東京：双葉社 F ｻｶ

ＡＳＫ 新堂　冬樹／著 東京：集英社 F ｼﾝ

工作艦間宮の戦争 谷　甲州／著 東京：早川書房 F ﾀﾆ

正しい女たち 千早　茜／著 東京：文藝春秋 F ﾁﾊ

滅びの園 恒川　光太郎／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾂﾈ

ディス・イズ・ザ・デイ 津村　記久子／著 東京：朝日新聞出版 F ﾂﾑ

北条早雲　〔５〕 富樫　倫太郎／著 東京：中央公論新社 F ﾄｶﾞ 5

ポリフォニック・イリュージョン 飛　浩隆／著 東京：河出書房新社 F ﾄﾋﾞ

名探偵誕生 似鳥　鶏／著 東京：実業之日本社 F ﾆﾀ

六月の雪 乃南　アサ／著 東京：文藝春秋 F ﾉﾅ

ニードルス 花村　萬月／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾅ

青嵐の坂 葉室　麟／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾑ

エンディングドレス 蛭田　亜紗子／著 東京：ポプラ社 F ﾋﾙ

オールドレンズの神のもとで 堀江　敏幸／著 東京：文藝春秋 F ﾎﾘ

虚の聖域 松嶋　智左／著 東京：講談社 F ﾏﾂ

未来 湊　かなえ／著 東京：双葉社 F ﾐﾅ

首の鎖 宮西　真冬／著 東京：講談社 F ﾐﾔ

ミルク・アンド・ハニー 村山　由佳／著 東京：文藝春秋 F ﾑﾗ

元禄お犬姫 諸田　玲子／著 東京：中央公論新社 F ﾓﾛ

選んだ孤独はよい孤独 山内　マリコ／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ

婚活食堂 山口　恵以子／著 東京：ＰＨＰ研究所 F ﾔﾏ

長兵衛天眼帳 山本　一力／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾏ

飛ぶ孔雀 山尾　悠子／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾏ

偽姉妹 山崎　ナオコーラ／著 東京：中央公論新社 F ﾔﾏ



日本の小説 バットランド 山田　正紀／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ

ウォーターゲーム 吉田　修一／著 東京：幻冬舎 F ﾖｼ

外国の小説 贋作 ドミニク・スミス／著 東京：東京創元社 933.7 ｽﾐ

白墨人形 Ｃ．Ｊ．チューダー／著 東京：文藝春秋 933.7 ﾁﾕ

奥のほそ道 リチャード・フラナガン／著 東京：白水社 933.7 ﾌﾗ

憂鬱な１０か月 イアン・マキューアン／著 東京：新潮社 933.7 ﾏﾂ

文庫 ウドウロク 有働　由美子／著 東京：新潮社 B 699.3 ｳｳ

鼠、危地に立つ 赤川　次郎／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱｶ

鼠、狸囃子に踊る 赤川　次郎／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱｶ

ゆきうさぎのお品書き　〔５〕 小湊　悠貴／著 東京：集英社 B F ｺﾐ 5

あきない世傳金と銀　５ 高田　郁／著 東京：角川春樹事務所 B F ﾀｶ 5

無節の欅 千野　隆司／著 東京：双葉社 B F ﾁﾉ

哲学 哲学の奇妙な書棚 Ｒｏｙ　Ｓｏｒｅｎｓｅｎ／著 東京：共立出版 116 ｿﾃ

心屋流すっごく！うまくいく方法 心　みねこ／著 東京：ＰＨＰ研究所 159 ｺｺ

頭に来てもアホとは戦うな！ 田村　耕太郎／著 東京：朝日新聞出版 159 ﾀｱ

かくれキリシタン 後藤　真樹／著 東京：新潮社 198.2 ｺﾞｶ

歴史 幕末維新改メ 中村　彰彦／著 東京：晶文社 210.5 ﾅﾊﾞ

相沢英之と司葉子　人生１００歳「一日生涯」 相沢　英之／著 東京：双葉社 289.1 ｱｲ

嵐を呼ぶ少女とよばれて 菱山　南帆子／著 東京：はるか書房 289.1 ﾋｼ

暗闇でも走る 安田　祐輔／著 東京：講談社 289.1 ﾔｽ

女ふたり台湾、行ってきた。 カータン／著 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 292.2 ｶｵ

くるくるラスベガス＆グランド・キャニオン！ ｋ．ｍ．ｐ．／著 東京：ＪＴＢパブリッシング 295.3 ｹｸ

社会科学 情報隠蔽国家 青木　理／著 東京：河出書房新社 304 ｱｼﾞ

白金猿 白井　聡／著 京都：かもがわ出版 312.1 ﾊ
何を言っても嫌われない人が使っている「超一流の言い訳」 大【ナギ】　勝／著 東京：秀和システム 336.4 ｵﾅ

株の学校超入門 窪田　剛／著 東京：高橋書店 338.1 ｸｶ

ファシスト的公共性 佐藤　卓己／著 東京：岩波書店 361.4 ｻﾌ

統計から読み解く４７都道府県ランキング 久保　哲朗／著 東京：日東書院本社 361.9 ｸﾄ

看護師も涙した老人ホームの素敵な話 小島　すがも／著 東京：東邦出版 369.2 ｺｶ

図解でよくわかる新・食育ガイドブック 堤　ちはる／監修 東京：メイト 376.1 ｽﾞ

保育をゆたかに絵本でコミュニケーション 村中　李衣／著 京都：かもがわ出版 376.1 ﾑﾎ

辛くならない子育てのコツ 坂東　眞理子／著 東京：秀和システム 379.9 ﾊﾞﾂ

自然科学 魅了する科学実験　２ 早稲田大学本庄高等学院実験開発班／著 東京：すばる舎リンケージ 407 ﾐ 2

星空がもっと好きになる 駒井　仁南子／著 東京：誠文堂新光社 442 ｺﾎ

人間の偏見動物の言い分 高槻　成紀／著 東京：イースト・プレス 480.4 ﾀﾆ

昆虫学者はやめられない 小松　貴／著 東京：新潮社 486.0 ｺｺ

脂質異常症がよくわかる本 寺本　民生／監修 東京：講談社 493.2 ｼ

認知症は接し方で１００％変わる！ 吉田　勝明／著 東京：ＩＤＰ出版 493.7 ﾖﾆ

死を生きた人びと 小堀　鴎一郎／〔著〕 東京：みすず書房 498 ｺｼ

世界の最新医学が証明した長生きする食事 満尾　正／著 東京：アチーブメント出版 498.5 ﾐｾ

薬草のちから 新田　理恵／著 東京：晶文社 499.8 ﾆﾔ

技術 最新図解基礎からわかるコンクリート 水村　俊幸／著 東京：ナツメ社 511.7 ｻ

インスタグラマー７０人が撮った雑貨の飾り方 東京：主婦と生活社 589 ｲ

白いシャツは、白髪になるまで待って 光野　桃／著 東京：幻冬舎 589.2 ﾐｼ

ハンドメイドのかんたん子ども服　２０１８夏 東京：ブティック社 593.3 ﾊ 18-1

服を１０年買わないって決めてみました どい　かや／著 東京：白泉社 593.5 ﾄﾞﾌ

オトナのビーズ刺繍ブローチｍｏｒｅ ＭＯＮ　ＰＡＲＵＲＥ／著 東京：マガジンランド 594.2 ｵ

がなはようこの四季の刺し子花ふきん がなは　ようこ／著 東京：日本ヴォーグ社 594.2 ｶﾞｶﾞ

リカちゃんのオールシーズンクローゼット 武蔵野：アップルミンツ 594.3 ﾘ

かぎ針で編んで作るビーズクロッシェのブレスレット 東京：日本ヴォーグ社 594.6 ｶ
ＳＵＭＭＥＲ　ＤＥＳＳＥＲＴ夏こそ食べたい極上デザート ムラヨシ　マサユキ／著 東京：成美堂出版 596.6 ﾑｻ



産業 はじめてのボックス水耕栽培 岡部　勝美／著 東京：講談社 626.9 ｵﾊ

シニアのためのバラ栽培 高木　絢子／著 東京：ＮＨＫ出版 627.7 ﾀｼ

育てる楽しむ癒しの「苔ボトル」 佐々木　浩之／写真 東京：コスミック出版 627.8 ｻｿ
マンガでわかるディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋／著 東京：ＳＢクリエイティブ 689.5 ｶﾏ

芸術 ピーターラビットの仲間たち写真集 菜十木　ゆき／著 東京：辰巳出版 726.6 ﾎﾟﾀ

野山の素材でかごを編む 谷川　栄子／著 東京：講談社 754.6 ﾀﾉ

１年中楽しめる花の折り紙 山口　真／著 東京：日本ヴォーグ社 754.9 ﾔｲ

日本の色図鑑 吉田　雪乃／監修 静岡：マイルスタッフ 757.3 ﾆ

初心者のクラシック・ギター基礎教本　〔２０１８〕 たしま　みちを／編著 東京：自由現代社（発売） 763.5 ﾀｼ 18

フルートが上手くなる方法　〔２０１８〕 石井　幸枝／編著 東京：自由現代社（発売） 763.7 ｲﾌ 18

技術と安定性を磨く！男子体操競技上達のポイント５０ 畠田　好章／監修 東京：メイツ出版 781.5 ｷﾞ

羽生結弦連覇の原動力 ＡＥＲＡ編集部／編 東京：朝日新聞出版 784.6 ﾊﾆ

これからはじめる山歩き 好日山荘おとな女子登山部／監修 東京：ナツメ社 786.1 ｺ

文学 詩のきらめき 池澤　夏樹／著 東京：岩波書店 902.1 ｲｼ

角野栄子さんと子どもの本の話をしよう 角野　栄子／著 東京：講談社 909 ｶｶ

短歌と俳句の五十番勝負 穂村　弘／著 東京：新潮社 911.1 ﾎﾀ

サラリーマン川柳やみつき傑作選 やく　みつる／選 東京：ＮＨＫ出版 911.4 ｻ

シルバー川柳入門 水野　タケシ／著 東京：河出書房新社 911.4 ﾐｼ

役に立たない人生相談　２ 佐藤　愛子／著 東京：ポプラ社 914.6 ｻﾄ 2

おなかがすいたハラペコだ。　２ 椎名　誠／著 東京：新日本出版社 914.6 ｼｲ 2

納得して死ぬという人間の務めについて 曽野　綾子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914.6 ｿﾉ

知的ヒントの見つけ方 立花　隆／著 東京：文藝春秋 914.6 ﾀﾁ

一日の苦労は、その日だけで十分です 三浦　綾子／著 東京：小学館 914.6 ﾐｳ

とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下　奈都／著 東京：扶桑社 914.6 ﾐﾔ

ゴリラからの警告 山極　寿一／著 東京：毎日新聞出版 914.6 ﾔﾏ

旅先のオバケ 椎名　誠／著 東京：集英社 915.6 ｼｲ

やっぱり食べに行こう。 原田　マハ／著 東京：毎日新聞出版 915.6 ﾊﾗ

ばーちゃんがゴリラになっちゃった。 青山　ゆずこ／著 東京：徳間書店 916 ｱｵ

苦海浄土 石牟礼　道子／著 東京：藤原書店 916 ｲｼ

小保方晴子日記 小保方　晴子／著 東京：中央公論新社 916 ｵﾎﾞ

ヴェネツィアの出版人 ハビエル・アスペイティア／著 東京：作品社 963 ｱｽ

新しい名字 エレナ・フェッランテ／著 東京：早川書房 973 ﾌｴ

児童書(読物） パパのおはなしきかせて 角野　栄子／作 東京：小学館 F ｶﾄﾞ

ヨコちゃんとライオン 角野　栄子／文 東京：三越伊勢丹ホールディングス F ｶﾄﾞ

ふしぎなコウモリガサ 如月　かずさ／作 東京：小峰書店 F ｷｻ

まほうの自由研究 如月　かずさ／作 東京：小峰書店 F ｷｻ

おてつだいおばけさん　〔１〕～〔３〕 季巳　明代／作 東京：国土社 F ｷﾐ 1

おばけ道、ただいま工事中！？ 草野　あきこ／作 東京：岩崎書店 F ｸｻ

図書館につづく道 草谷　桂子／著 東京：子どもの未来社 F ｸｻ

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤　ノリコ／著 東京：白泉社 F ｸﾄﾞ

４年２組がやってきた 野村　一秋／作 東京：くもん出版 F ﾉﾑ

ひとつのねがい はまだ　ひろすけ／作 東京：理論社 F ﾊﾏ

絶望鬼ごっこ　〔５〕～〔１０〕 針　とら／作 東京：集英社 F ﾊﾘ 5

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　９ 廣嶋　玲子／作 東京：偕成社 F ﾋﾛ 9
小説七つの大罪－外伝－昔日の王都七つの願い 鈴木　央／原作・イラスト 東京：講談社 F ﾏﾂ
ん まつもと　さとみ／作 東京：汐文社 F ﾏﾂ
お願い！フェアリー〓　２０ みずの　まい／作 東京：ポプラ社 F ﾐｽﾞ 20
ふつうやない！はなげばあちゃん 山田　真奈未／さく・え 福音館書店 F ﾔﾏ
ねがいごと 田丸　雅智／著 静山社 F
世にもおそろしいフクロウおばさん デイヴィッド・ウォリアムズ／作 東京：小学館 933 ｳｵ

天才コオロギニューヨークへ ジョージ・セルデン／作 東京：あすなろ書房 933 ｾﾙ

児童書(知識） 円谷英二 田口　成光／文 東京：あかね書房 778.2 ﾀﾂ



児童書(知識) ネイマール ニック・カロウ／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 783.4 ｶﾈ

クリスティアーノ・ロナウド イアン・スプラッグ／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 783.4 ｽｸ

メッシ マイク・ペレス／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 783.4 ﾍﾟﾒ

怪魚ハンター、世界をゆく こうやま　のりお／文 東京：佼成出版社 787.1 ｺｶ

絵本 あたしいえでしたことあるよ 角野　栄子／文 東京：あすなろ書房 E ｱｽ

とびますよ 内田　麟太郎／文 東京：アリス館 E ｱﾘ

心ってどこにあるのでしょう？ こんの　ひとみ／作 東京：金の星社 E ｷﾝ

てをつなぐ 鈴木　まもる／作 東京：金の星社 E ｷﾝ

チャールズ・ダーウィン、世界をめぐる ジェニファー・サームズ／作 東京：廣済堂あかつき E ｺｳ

みなみのしまのカウカウ　カイじいさんとおおきなさかな 森野　熊八／さく 東京：新日本出版社 E ｼﾝ

めしくわぬにょうぼう 常光　徹／文 東京：童心社 E ﾄﾞｳ

とってもなまえのおおいネコ ケイティ・ハーネット／作 東京：評論社 E ﾋﾖ

わたしおべんきょうするの 角野　栄子／作 東京：文溪堂 E ﾌﾞﾝ

さあ、しゃしんをとりますよ ナンシー・ウィラード／文 東京：光村教育図書 E ﾐﾂ

読み聞かせキャラバンが 

やってくる！！ 

  

日時：8月8日（水） 

    午後２：００～と３：００～（２回） 

場所：綾部市図書館  ２Ｆ 

対象：子どもから大人まで 

 ＪＰＩＣ読書アドバイザー、諸岡弘氏による 

    絵本のよみきかせの会です。 

 

 

※人数把握のために７月１０日より整理券を配布します。 

問い合わせ先：あやべしとしょかん   
 

  


