
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 酔象の流儀 赤神　諒／著 東京：講談社 F ｱｶ

珠玉 彩瀬　まる／著 東京：双葉社 F ｱﾔ

コヨーテの翼 五十嵐　貴久／著 東京：双葉社 F ｲｶﾞ

月まで三キロ 伊与原　新／著 東京：新潮社 F ｲﾖ

すぐ死ぬんだから 内館　牧子／著 東京：講談社 F ｳﾁ

麒麟児 冲方　丁／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｳﾌﾞ

帰去来 大沢　在昌／著 東京：朝日新聞出版 F ｵｵ

この地上において私たちを満足させるもの 乙川　優三郎／著 東京：新潮社 F ｵﾄ

人外サーカス 小林　泰三／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾊﾞ

テレビ探偵 小路　幸也／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾖ

姫君の賦 玉岡　かおる／著 東京：ＰＨＰ研究所 F ﾀﾏ

則天武后　上・下 塚本　青史／著 東京：日本経済新聞出版社 F ﾂｶ 1・2

ピーク 堂場　瞬一／著 東京：朝日新聞出版 F ﾄﾞｳ

カムパネルラ版　銀河鉄道の夜 長野　まゆみ／著 東京：河出書房新社 F ﾅｶﾞ

私に付け足されるもの 長嶋　有／著 東京：徳間書店 F ﾅｶﾞ

ゴールデン街コーリング 馳　星周／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊｾ

女警 古野　まほろ／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌﾙ

蟻の棲み家 望月　諒子／著 東京：新潮社 F ﾓﾁ

本と鍵の季節 米澤　穂信／著 東京：集英社 F ﾖﾈ

外国の小説 クロストーク コニー・ウィリス／著 東京：早川書房 933.7 ｳｲ

あしながおじさん ジーン・ウェブスター／作 東京：朝日出版社 933.7 ｳｴ

言葉人形 ジェフリー・フォード／著 東京：東京創元社 933.7 ﾌｵ

ミッテランの帽子 アントワーヌ・ローラン／著 東京：新潮社 953.7 ﾛﾗ

なにもない カルメン・ラフォレット／著 東京：河出書房新社 963 ﾗﾌ

文庫 ジーヴズの事件簿　才智縦横の巻 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス／著 東京：文藝春秋 B 933.7 ｳﾂ

ジーヴズの事件簿　大胆不敵の巻 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス／著 東京：文藝春秋 B 933.7 ｳﾂ

贖罪の街　上・下 マイクル・コナリー／〔著〕 東京：講談社 B 933.7 ｺﾅ 1・1

烙印　上・下 パトリシア・コーンウェル／〔著〕 東京：講談社 B 933.7 ｺﾝ 1・2

奴隷 細井　和喜蔵／作 東京：岩波書店 B F ﾎｿ

後宮天后物語　〔３〕 夕鷺　かのう／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 3

総記 国家と教養 藤原　正彦／著 東京：新潮社 002 ﾌｺ

メモの魔力 前田　裕二／著 東京：幻冬舎 002.7 ﾏﾒ

哲学 「全部、思い通り♡」になる方法 宮本　佳実／著 東京：三笠書房 159.6 ﾐｾﾞ

歴史 日本国紀 百田　尚樹／著 東京：幻冬舎 210.1 ﾋﾆ

社会科学 日本一心を揺るがす新聞の社説　４ 水谷　もりひと／著 東京：ごま書房新社 304 ﾐﾆ 4

Ｑ＆Ａ改正相続法の実務 東京弁護士会法友会／編 東京：ぎょうせい 324.7 ｷ

何がめでたい！日本人の老後 山崎　宏／著 東京：ごま書房新社 367.7 ﾔﾅ



社会科学 炎上弁護士 唐澤　貴洋／著 東京：日本実業出版社 368.6 ｶｴ

たっぷり！年中行事シアター ひかりのくに編集部／編 大阪：ひかりのくに 376.1 ﾀ

「潜在意識」が子どもの才能を伸ばす 齋藤　直美／著 東京：さくら舎 379.9 ｻｾ

自然科学 いのちの値段 読売新聞医療部／著 東京：講談社 498.0 ｲ

足腰が２０歳若返る足指のばし 今井　一彰／著 東京：かんき出版 498.3 ｲｱ

免疫力アップの健康みそ汁 石原　新菜／監修 東京：扶桑社 498.5 ﾒ

「小さないのち」を守る 朝日新聞取材班／著 東京：朝日新聞出版 498.7 ﾁ

技術 宇宙飛行士に聞いてみた！ ティム・ピーク／著 東京：日本文芸社 538.9 ﾋﾟｳ

ｈｕｍｍｉｎｇｂｉｒｄ　ｌｉｖｉｎｇ 石村　由起子／著 東京：ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ 590.4 ｲﾊ

パッチワーク教室　特別号〔２０１８〕 東京：ブティック社 594.9 ﾊﾟ

毎日がごちそうになるレシピＢＯＯＫ 東京：扶桑社 596 ﾏ

ほぼ１００円飯 リュウジ／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾘﾎ

頑張らない台所 村上　祥子／著 東京：大和書房 596.0 ﾑｶﾞ

四国懐菓子　８８ 「四国の懐かしいお菓子８８」プロジェクト 香川：美巧社 596.6 ｼ

子どもと食べたい作りおきおかず 中村　美穂／著 東京：世界文化社 599.3 ﾅｺ

産業 名前がわかる！フルーツ＆ベジタブル図鑑 主婦の友社／編 東京：主婦の友社 625 ﾅ

ペット宿ドットコムの愛犬と楽しく泊まろう　[ペット宿ガイド]　２０１９年Vol．1保存版 藤野　宇一郎 ぐらんぱう 645.6 ｱ

小西美穂の七転び八起き 小西　美穂／著 〔東京〕：日経ＢＰ社 699.3 ｺｺ

安倍官邸ｖｓ．ＮＨＫ 相澤　冬樹／著 東京：文藝春秋 699.6 ｱｱ

芸術 フェルメール 千足　伸行／監修 東京：河出書房新社 723.3 ﾌｴ

寄席芸人伝 古谷　三敏／著 東京：小学館 726.1 ﾖ

ひかりうけて 奥村　和之著，蒲田　恵里編集・文 東京：株式会社ワードスプリング 751.5 ｵﾋ

一切なりゆき 樹木　希林／著 東京：文藝春秋 778.2 ｷｷ

幸福の一手 加藤　一二三／著 東京：毎日新聞出版 796.0 ｶﾄ

言語 大人の語彙力ノート　どっちが正しい？編 齋藤　孝／著 東京：ＳＢクリエイティブ 814 ｻｵ

文学 読書間奏文 藤崎　彩織／著 東京：文藝春秋 914.6 ﾌｼﾞ

お金がない！ 赤瀬川　原平／〔ほか〕著 東京：河出書房新社 914.6

東海道ふたり旅 池内　紀／著 東京：春秋社 915.6 ｲｹ

認知症がやってきた！ 酒井　章子／著 東京：産業編集センター 916 ｻｶ

すべての、白いものたちの ハン　ガン／著 東京：河出書房新社 929.1 ﾊﾝ

郷土資料 What kind of place is Ayabe? 綾部国際交流協会 綾部：綾部国際交流協会 A 291

Ｌｅａｆ　２０１８年１１月 京都：リーフ・パブリケーションズ A 291.6 ﾘ

地域を考える大学 都留文科大学社会学科／編著 東京：日本評論社 A 361.7 ﾁ

地域と社会教育 北田　耕也／〔ほか〕編著 東京：学文社 A 379 ﾁ

表現・文化活動の社会教育学 畑　潤／編 東京：学文社 A 379 ﾋ

高僧慈円の思想と創造力 赤井　信吾／著 東京：ルネッサンス・アイ A 913.4 ｱｺ

児童書（読物） ぼくはくまですよ フランク・タシュリン／文・絵 東京：大日本図書 933 ﾀｼ

青魔女とほうき ルース・チュウ／作 東京：フレーベル館 933 ﾁﾕ

くるみ割り人形と秘密の王国 メレディス・ルースー／作 東京：偕成社 933

らくだい記者と白雪のドレス あんびる　やすこ／著 東京：岩崎書店 F ｱﾝ

ぼくのなまえはユウユウ 小手鞠　るい／作 東京：講談社 F ｺﾃﾞ

いいね！ 筒井　ともみ／さく 東京：あすなろ書房 F ﾂﾂ

おとのさま、ほいくしさんになる 中川　ひろたか／作 東京：佼成出版社 F ﾅｶ



児童書（読物） かいけつゾロリロボット大さくせん 原　ゆたか／さく・え 東京：ポプラ社 F ﾊﾗ

昨日のぼくのパーツ 吉野　万理子／著 東京：講談社 F ﾖｼ

暗号クラブ　１４ ペニー・ワーナー／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 14

科学探偵ＶＳ．消滅した島 佐東　みどり／作 東京：朝日新聞出版 ｽｲﾘ

くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス／作・絵 東京：岩波書店 ｽｲﾘ

児童書（知識） ＡＩのサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．／文 東京：朝日新聞出版 007 2

学校なぞなぞ　１ ながた　みかこ／文 東京：汐文社 031 1

世界あっちこっちくらし探検 スージー・レイ／文 東京：汐文社 290

名探偵コナン推理ファイル九州地方の謎 青山　剛昌／原作 東京：小学館 291

おしっこ“小”百科 ヤクプ・プラヒー／絵と文 東京：河出書房新社 491

ＤＶＤでかんたん！おもしろ！カードマジック 沢　しんや／監修 東京：メイツ出版 779.3 ﾃﾞ

ＤＶＤでわかる！かんたん手品がいっぱい！ 沢　しんや／監修 東京：メイツ出版 779.3 ﾃﾞ

金栗四三 大谷　じろう／まんが 東京：小学館 782.3 ｶ

「感じ」が伝わるふしぎな言葉 佐藤　有紀／著 東京：少年写真新聞社 814

マンガでおぼえる品格のある知的な日本語 齋藤　孝／著 東京：岩崎書店 814

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 Ｊ．Ｋ．ローリング／著 東京：静山社 932 ﾛﾘ

絵本 わたしのおじさんのロバ トビー・リドル／作 東京：あすなろ書房 E ｱｽ

たぬきのおもち せな　けいこ／作・絵 東京：金の星社 E ｷﾝ

ほしじいたけほしばあたけ 石川　基子／作 東京：講談社 E ｺｳ

おおかみのおなかのなかで マック・バーネット／文 東京：徳間書店 E ﾄｸ

ムーミントロールと氷のおまつり トーベ・ヤンソン／原作・絵 東京：徳間書店 E ﾄｸ

フェルメール キアーラ・ロッサーニ／文 東京：西村書店 E ﾆｼ

ダビッコラと宇宙へ 濱口　瑛士 東京：白泉社 E ﾊｸ

お正月 桂　文我／ぶん 神戸：ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

オニシラズ 平井　美里／ぶん 東京：文芸社 E ﾌﾞﾝ

プップクプードル やまだ　なおと／さく・え 東京：文芸社 E ﾌﾞﾝ

おしりたんてい　ププッゆきやまのしろいかいぶつ！？ トロル／さく・え 東京：ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

2月18日～2月26日まで、蔵書点検のため、休館とさ

せて頂きます。 

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご承知ください。 


