
分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 鼠、恋路の闇を照らす 赤川　次郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｶ

田沼スポーツ包丁部！ 秋川　滝美／著 幻冬舎 F ｱｷ

会社を綴る人 朱野　帰子／著 双葉社 F ｱｹ

人生のピース 朝比奈　あすか／著 双葉社 F ｱｻ

草々不一 朝井　まかて／著 講談社 F ｱｻ

雑賀のいくさ姫 天野　純希／著 講談社 F ｱﾏ

偽りのラストパス 生馬　直樹／著 新潮社 F ｲｸ

天下普請 稲葉　稔／著 双葉社 F ｲﾅ

刀と傘 伊吹　亜門／〔著〕 東京創元社 F ｲﾌﾞ

時限感染 岩木　一麻／著 宝島社 F ｲﾜ

聖者が街にやって来た 宇佐美　まこと／著 幻冬舎 F ｳｻ

５４字の物語 氏田　雄介／作 ＰＨＰ研究所 F ｳｼﾞ

５４字の物語　怪 氏田　雄介／作・絵 ＰＨＰ研究所 F ｳｼﾞ

すぐ死ぬんだから 内館　牧子／著 講談社 F ｳﾁ

ダンシング・マザー 内田　春菊／著 文藝春秋 F ｳﾁ

入れ子の水は月に轢かれ オーガニックゆうき／著 早川書房 F ｵｶﾞ

針と糸 小川　糸／著 毎日新聞出版 914.6 ｵｶﾞ

それでも空は青い 荻原　浩／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｷﾞ

厨師、怪しい鍋と旅をする 勝山　海百合／著 東京創元社 F ｶﾂ

トッピング 川上　健一／著 集英社 F ｶﾜ

介護士Ｋ 久坂部　羊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸｻ

働く女性に贈る２７通の手紙 小手鞠　るい／著 産業編集センター 914.6 ｺﾃﾞ

キンモクセイ 今野　敏／著 朝日新聞出版 F ｺﾝ

雨上がり月霞む夜 西條　奈加／著 中央公論新社 F ｻｲ

本の夢　本のちから 椎名　誠／著 新日本出版社 914.6 ｼｲ

われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名　誠／著 集英社 914.6 ｼｲ

１４歳、明日の時間割 鈴木　るりか／著 小学館 F ｽｽﾞ

「雑」の思想 高橋　源一郎／著 大月書店 914.6 ﾀｶ

ゆえに、警官は見護（みつめ）る 日明　恩／著 双葉社 F ﾀﾁ

わるい食べもの 千早　茜／著 ホーム社 914.6 ﾁﾊ

不良老人の文学論 筒井　康隆／著 新潮社 914.6 ﾂﾂ

銀色の青 笑い飯哲夫／著 サンマーク出版 F ﾃﾂ

正しい愛と理想の息子 寺地　はるな／著 光文社 F ﾃﾗ

ゴー・ホーム・クイックリー 中路　啓太／著 文藝春秋 F ﾅｶ

静おばあちゃんと要介護探偵 中山　七里／著 文藝春秋 F ﾅｶ

救済 長岡　弘樹／著 講談社 F ﾅｶﾞ

ばけばけ 那須　正幹／著 ポプラ社 F ﾅｽ



日本の小説 終物語　1～4 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ 1～4

羅針盤は壊れても 西村　賢太／著 講談社 F ﾆｼ

そこにいるのに 似鳥　鶏／著 河出書房新社 F ﾆﾀ

花折 花村　萬月／著 集英社 F ﾊﾅ

愉楽にて 林　真理子／著 日本経済新聞出版社 F ﾊﾔ

常設展示室 原田　マハ／〔著〕 新潮社 F ﾊﾗ

はんぷくするもの 日上　秀之／著 河出書房新社 F ﾋｶ

夜汐 東山　彰良／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋｶﾞ

青春と泥濘 火野　葦平／著 本の泉社 F ﾋﾉ

柳は萌ゆる 平谷　美樹／著 実業之日本社 F ﾋﾗ

かけらのかたち 深沢　潮／著 新潮社 F ﾌｶ

海とジイ 藤岡　陽子／著 小学館 F ﾌｼﾞ

されど私の可愛い檸檬 舞城　王太郎／著 講談社 F ﾏｲ

108 松尾　スズキ／著 講談社 F ﾏﾂ

芙蓉の干城（たて） 松井　今朝子／著 集英社 F ﾏﾂ

昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき／著 文藝春秋 F ﾐﾔ

黒猫のいない夜のディストピア 森　晶麿／著 早川書房 F ﾓﾘ

水曜日の手紙 森沢　明夫／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾓﾘ

熱帯 森見　登美彦／著 文藝春秋 F ﾓﾘ

いつか深い穴に落ちるまで 山野辺　太郎／著 河出書房新社 F ﾔﾏ

怪盗インビジブル 行成　薫／著 講談社 F ﾕｷ

お別れの色 吉本　ばなな／著 幻冬舎 914.6 ﾖｼ

欺きの童霊 輪渡　颯介／著 講談社 F ﾜﾀ

外国の小説 大統領失踪　1～2 ビル・クリントン／著 早川書房 933.7ｸﾘ1～2

何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト／著 早川書房 933.7 ｽﾄ

鐘は歌う アンナ・スメイル／著 東京創元社 933.7 ｽﾒ

巨大なラジオ／泳ぐ人 ジョン・チーヴァー／著 新潮社 933.7 ﾁﾊﾞ

ケイレブ ジェラルディン・ブルックス／著 平凡社 933.7 ﾌﾞﾙ

カート・ヴォネガット全短篇　２ カート・ヴォネガット／著 早川書房 933.7 ﾎﾞﾈ 2

ピアノ・レッスン アリス・マンロー／著 新潮社 933.7 ﾏﾝ

ブルーバード、ブルーバード アッティカ・ロック／著 早川書房 933.7 ﾛﾂ

文　庫 アウト＆アウト 木内　一裕／〔著〕 講談社 B F ｷｳ

スマホを落としただけなのに 志駕　晃／著 宝島社 B F ｼｶﾞ

定信の触 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

ラストライン 堂場　瞬一／著 文藝春秋 B F ﾄﾞｳ

生きてるだけで、愛。 本谷　有希子／著 新潮社 B F ﾓﾄ

アンナ・カレーニナ　1～3 トルストイ／〔著〕 新潮社 B983ﾄﾙ1～3

総　記 私が食べた本 村田　沙耶香／著 朝日新聞出版 019.9 ﾑﾜ

哲　学 幸運を引き寄せる行動心理学入門 植木　理恵／著 宝島社 140.1 ｳｺ

冥界からの電話 佐藤　愛子／著 新潮社 147 ｻﾒ

あなたがここにいることの意味 本郷　綜海／著 Ｃｌｏｖｅｒ出版 147 ﾎｱ

ドクター・ドルフィンのシリウス超医学 松久　正／著 ヒカルランド 147.7 ﾏﾄﾞ

驚くほどお金を引き寄せる！龍神風水 愛新覚羅　ゆうはん／著 日本文芸社 148.5 ｱｵ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



哲　学 １万２０００人を見てわかった！お金に困らない人、困る人 松尾　昭仁／著 集英社 159 ﾏｲ

年を重ねて、今がいちばん 下重　暁子／著 大和出版 159.7 ｼﾄ

おさなごのように 晴佐久　昌英／著 女子パウロ会 198.2 ﾊｵ

歴　史 墓が語る江戸の真実 岡崎　守恭／著 新潮社 210.5 ｵﾊ

姫君たちの明治維新 岩尾　光代／著 文藝春秋 210.6 ｲﾋ

いまさらですがソ連邦 速水　螺旋人／絵・文 三才ブックス 238.0 ﾊｲ

これならわかる天皇の歴史Ｑ＆Ａ 歴史教育者協議会／編 大月書店 288.4 ｺ

社会科学 池上彰の「どうしてこうなった？」 池上　彰／著 文藝春秋 304 ｲｲ

文藝春秋オピニオン２０１９年の論点１００ 文藝春秋 304 ﾌﾞ

檻の中のライオン 楾　大樹／著 かもがわ出版 323.1 ﾊｵ

今日から役立つ民法 鎌野　邦樹／著 ナツメ社 324 ｶｷ

相続で絶対モメない遺産分割のコツ 佐山　和弘／著 家の光協会 324.7 ｻｿ

面倒くさい女たち 河合　薫／著 中央公論新社 336.4 ｶﾒ

百まで生きる覚悟 春日　キスヨ／著 光文社 367.7 ｶﾋ

シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢　さよ子／編 大月書店 367.7 ｼ

あと伸びする子はこんな家で育つ 高濱　正伸／著 大和書房 379.9 ﾀｱ

山怪　３ 田中　康弘／著 東京：山と溪谷社 388.1 ﾀｻ 3

自然科学 地球４６億年気候大変動 横山　祐典／著 東京：講談社 451.8 ﾖﾁ

安楽死か、尊厳死か 大鐘　稔彦／〔著〕 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 490.1 ｵｱ

自律神経“１分間”リセット 蔡　晶／著 大和出版 492.7 ｻｼﾞ

大人の発達障害 市橋　秀夫／監修 講談社 493.7 ｵ

毒だらけ 内山　葉子／著 評言社 498.4 ｳﾄﾞ

技　術 日本の橋 五十畑　弘／著 ミネルヴァ書房 515.0 ｲﾆ

日本のダム美 川崎　秀明／著 ミネルヴァ書房 517.7 ｶﾆ

タワー 津川　康雄／著 ミネルヴァ書房 523.1 ﾂﾀ

素敵なあの人の大人服　Ｖｏｌ．１春夏 宝島社 589.2 ｽ 1

徳田民子さんのファッションルール 宝島社 589.2 ﾄ

いとおしむ暮らし 内田　彩仍／著 主婦と生活社 590.4 ｳｲ

ステキを作る６０代からのソーイング　ｖｏｌ．２ ブティック社 593.3 ｽ 2

朝・昼・晩糖質オフのダイエット献立 江部　康二／著 家の光協会 596 ｴｱ

ばぁばの１００年レシピ 鈴木　登紀子／著 文化学園文化出版局 596.2 ｽﾊﾞ

ポリ袋でつくるたかこさんの焼き菓子 稲田　多佳子／著 誠文堂新光社 596.6 ｲﾎﾟ

きみはぱぱがすき？ つむぱぱ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 599.0 ﾂｷ

　産　業 ビジネスヒットチャート　２０１８年度版 英国生活ミスター・パートナー 602.1 ﾋﾞ

よそ者と創る新しい農山村 田中　輝美／著 筑波書房 611.1 ﾀﾖ

稼げる！農家の手書きＰＯＰ＆ラベルづくり 石川　伊津／著 農山漁村文化協会 611.4 ｲｶ

咲くとうれしい！やさしい山野草 主婦の友社／編 主婦の友社 627 ｻ

コケを楽しむ庭づくり 大野　好弘／著 講談社 629.7 ｵｺ

狩猟生活　ＶＯＬ．４（２０１８） 地球丸 659 ｼ 4

京阪神の市電アルバム 高橋　修／文 アルファベータブックス 686.9 ﾀｹ

芸　術 あなたのことがだいすき えがしら　みちこ／文・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 726.6 ｴｱ

はじめての金継ぎ 坂田　太郎／監修 世界文化社 751 ﾊ

バロックの音楽世界 ベルンハルト・モールバッハ／著 法政大学出版局 762.0 ﾍﾞﾊﾞ

 

 

 
  
 



芸　術 ピアノの巨人豊増昇 小澤　征爾／編著 川崎：小澤昔ばなし研究所 762.1 ﾋﾟ

日本語オペラの誕生 大西　由紀／著 森話社 766.1 ｵﾆ

必ずウケる！カードマジックベスト５０ 沢　しんや／監修 メイツ出版 779.3 ｶ

藤田浩子のあやとりでおはなし 藤田　浩子／編著 一声社 798 ﾌﾌ

藤田浩子の紙とえんぴつでおはなし 藤田　浩子／編著 一声社 798 ﾌﾌ

藤田浩子のハンカチでおはなし 藤田　浩子／編著 一声社 798 ﾌﾌ

５分間リアル脱出ゲーム ＳＣＲＡＰ／著 ＳＣＲＡＰ出版 798.3 ｺﾞ

文　学 作家との遭遇 沢木　耕太郎／著 新潮社 902.0 ｻｻ

藤沢周平「人はどう生きるか」 遠藤　崇寿／監修 悟空出版 910.2 ﾌｼﾞ

俳句づくりに役立つ！旧かな入門 山西　雅子／著 ＮＨＫ出版 911.3 ﾔﾊ

曙光を旅する 葉室　麟／著 朝日新聞出版 915.6 ﾊﾑ

わたしは、こうして“本当の自分”になる。 ａｋｋｏ／著 大和出版 916 ｱﾂ

七年の夜 チョン　ユジョン／著 書肆侃侃房 929.1 ﾁﾖ

８２年生まれ、キム・ジヨン チョ　ナムジュ／著 筑摩書房 929.1 ﾁﾖ

クネレルのサマーキャンプ エトガル・ケレット／著 河出書房新社 929.7 ｷﾔ

炎の色 ピエール・ルメートル／著 早川書房 953.7 ﾙﾒ

児童書(読物） 落語ねこ 赤羽　じゅんこ／作 文溪堂 F ｱｶ

まっしょうめん！　〔２〕 あさだ　りん／作 偕成社 F ｱｻ 2

学校へ行こう いとう　ひろし／作 理論社 F ｲﾄ

ぼくらの一歩 いとう　みく／作 アリス館 F ｲﾄ

風と行く者 上橋　菜穂子／作 偕成社 F ｳｴ

つっきーとカーコのけんか おくはら　ゆめ／作 佼成出版社 F ｵｸ

魔女が相棒？ねぐせのヤマネ姫 柏葉　幸子／作 理論社 F ｶｼ

エレベーターのふしぎなボタン 加藤　直子／作 ポプラ社 F ｶﾄ

おばけのソッチぞびぞびオーディション 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

まえばちゃん かわしま　えつこ／作 童心社 F ｶﾜ

お江戸怪談時間旅行 楠木　誠一郎／作 静山社 F ｸｽ

おはなしどうぶつえん さいとう　しのぶ／作・絵 ＰＨＰ研究所 F ｻｲ

オリンピックのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

こごろうくんと消えた時間 林原　玉枝／文 冨山房インターナショナル F ﾊﾔ

ほんやのねこ ヒグチ　ユウコ／絵と文 白泉社 F ﾋｸﾞ

図工室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

みけねえちゃんにいうてみな 村上　しいこ／作 理論社 F ﾑﾗ

おばあちゃんのわすれもの 森山　京／作 のら書店 F ﾓﾘ

ナニュークたちの星座 雪舟　えま／文 アリス館 F ﾕｷ

ナイスキャッチ！　４ 横沢　彰／作 新日本出版社 F ﾖｺ 4

そしてぼくらは仲間になった 小嶋　陽太郎／作 ポプラ社 F

少年少女のためのミステリー超入門 芦辺　拓／著 岩崎書店 902

その年、わたしは嘘をおぼえた ローレン・ウォーク／作 さ・え・ら書房 933 ｳｵ

グレッグのダメ日記　さすがに、へとへとだよ ジェフ・キニー／作 ポプラ社 933 ｷﾆ

野生のロボット ピーター・ブラウン／作・絵 福音館書店 933 ﾌﾞﾗ

クリスマスをとりもどせ！ マット・ヘイグ／文 西村書店 933 ﾍｲ

変化球男子 Ｍ．Ｇ．ヘネシー／作 鈴木出版 933 ﾍﾈ

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 



児童書(読物） トンネルの向こうに マイケル・モーパーゴ／作 小学館 933 ﾓﾊﾟ

アポロンと５つの神託　1～2 リック・リオーダン／著 ほるぷ出版 933ﾘｵ1～2

おっとあぶない マンロー・リーフ／さく 復刊ドットコム 933 ﾘﾌ

オンネリとアンネリのふゆ マリヤッタ・クレンニエミ／作 福音館書店 993

児童書(知識） マンガでよくわかるねこねこ日本史　1～２ そにし　けんじ／著 実業之日本社 210 1

アンネのこと、すべて アンネ・フランク・ハウス／編 ポプラ社 289 ﾌﾗ

おはなしのろうそく　３２ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 376 32

はじめての子ども手話 谷　千春／監修 主婦の友社 378

５分間のサバイバル　１ねんせい 韓　賢東／マンガ 朝日新聞出版 404 1

実験対決　２９ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 29

へんてこりんな宇宙図鑑 岩谷　圭介／文 キノブックス 440

恐竜キングダム　6～7 エアーチーム／まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ 457 6～7

すごいぜ！！動物スポーツ選手権 新宅　広二／著 辰巳出版 480

どっちが強い！？ヒクイドリｖｓカンガルー スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 488.3

読書がたくましい脳をつくる 川島　隆太／著 くもん出版 491

花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 春田　香歩／〔著〕 偕成社 753.8 ﾊﾊ

マジシャンＢＡＺＺＩの激ウケ！かんたんマジック ＢＡＺＺＩ／監修 メイツ出版 779.3 ﾏ

絵　本 ゆうたのおじいちゃん きたやま　ようこ／作 あかね書房 E ｱｶ

ゆうたのおばあちゃん きたやま　ようこ／作 あかね書房 E ｱｶ

おとうさんもういっかい　1～3 はた　こうしろう／作 アリス館 E ｱﾘ 1～3

さぁ、てをだして スギヤマ　カナヨ／著 アリス館 E ｱﾘ

１００年たったら 石井　睦美／文 アリス館 E ｱﾘ

ようこそ！ティールームことりへ どい　かや／ぶん アリス館 E ｱﾘ

わるものパパのだいだいだーいファン 板橋　雅弘／作 岩崎書店 E ｲﾜ

なりたいのは 長田　真作／作 絵本塾出版 E ｴﾎ

ふたをぱかっ 新井　洋行／作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾄﾞ

星のひとみ せな　けいこ／絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾄﾞ

おりとライオン 楾　大樹／作 かもがわ出版 E ｶﾓ

にぎやかなおでん 犬飼　由美恵／文 教育画劇 E ｷﾖ

ねずみくんのおくりもの つちだ　よしはる／文絵 教育画劇 E ｷﾖ

どこがながいかわかる？ みやにし　たつや／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

あらしのよるに きむら　ゆういち／原作・文 講談社 E ｺｳ

ねこぼうとふらわあちゃん きたやま　ようこ／著 講談社 E ｺｳ

もももすももも 新井　洋行／作 講談社 E ｺｳ

おたんじょうびのひ 中川　ひろたか／文 朔北社 E ｻｸ

きみはかくれくまのみ 山下　大輝／さく 三恵社 A E ｻﾝ

いぬとぼく、おなじひにうまれた のぶみ／さく サンマーク出版 E ｻﾝ

ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター／さく サンクチュアリ出版 E ｻﾝ

おじいちゃんがペンギンやったとき モラグ・フッド／作 小学館 E ｼﾖ

ごりらかあさん のぶみ／さく 小学館 E ｼﾖ

大名行列 シゲリ　カツヒコ／作 小学館 E ｼﾖ

しょくぱんちゃん６しまい ささき　みお／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

ぞうだぞう 川崎　洋／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



　　絵　本 まぼろしえほん 井上　洋介／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

ルイーズ・ブルジョワ エイミー・ノヴェスキー／文 西村書店 E ﾆｼ

それしかないわけないでしょう ヨシタケ　シンスケ／著 白泉社 E ﾊｸ

ねこのピート　クリスマスをとどけよう エリック・リトウィン／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

ゆき はた　こうしろう／絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

うみのごちそうしろくま 柴田　ケイコ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

しょくパンにんじゃ 苅田　澄子／作 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

だいこんさんおふろにはいる 岡田　よしたか／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

子どもつなひき騒動 宝井　琴調／文 福音館書店 E ﾌｸ

三方一両損 宝井　琴調／文 福音館書店 E ﾌｸ

徂徠どうふ 宝井　琴調／文 福音館書店 E ﾌｸ

ぼくのたび みやこし　あきこ／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ／さく ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ねぶしろ あべ　はまじ／さく ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ E ﾐﾙ

きりんのセシリーと９ひきのさるたち Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 メルヘン社 E ﾒﾙ

 

 国際ソロプチミスト福知山様から、図

書館の振興・充実に役立てて欲しいとの

ことで、児童書１０冊を寄贈していただ

きました。 

   ありがとうございました。 

 大切に使わせていただきます。 

「超訳！こども名著塾  全５巻」  

   超訳 こども名著塾・編／日本図書センター 

「障がい者スポーツ大百科 全４巻 

   大熊廣明・監修／六耀社 

「車いすの図鑑」 

   髙橋儀平・監修／金の星社 



 

 

  



  





 





 

 

 
 

 

 

 



 


