
分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 箱の中の天皇 赤坂　真理／著 東京：河出書房新社 F ｱｶ

くらやみガールズトーク 朱野　帰子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｹ

僕の母がルーズソックスを 朝倉　宏景／著 東京：講談社 F ｱｻ

神を統べる者　厩戸御子倭国追放篇 荒山　徹／著 東京：中央公論新社 F ｱﾗ

不死鳥少年 石田　衣良／著 東京：毎日新聞出版 F ｲｼ

あちらにいる鬼 井上　荒野／著 東京：朝日新聞出版 F ｲﾉ

ハラスメントゲーム 井上　由美子／著 東京：河出書房新社 F ｲﾉ

父と私の桜尾通り商店街 今村　夏子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾏ

てらこや青義堂 今村　翔吾／著 東京：小学館 F ｲﾏ

魔眼の匣の殺人 今村　昌弘／著 東京：東京創元社 F ｲﾏ

ミート・ザ・ジャンパーズ！ 太田　忠司／著 東京：光文社 F ｵｵ

圓朝 奥山　景布子／著 東京：中央公論新社 F ｵｸ

姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷　美雨／著 東京：双葉社 F ｶｷ

お茶壺道中 梶　よう子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｼﾞ

オーディションから逃げられない 桂　望実／著 東京：幻冬舎 F ｶﾂ

家康に訊け 加藤　廣／著 東京：新潮社 F ｶﾄ

壺中に天あり獣あり 金子　薫／著 東京：講談社 F ｶﾈ

天使たちの課外活動　６ 茅田　砂胡／著 東京：中央公論新社 F ｶﾔ 6

炯眼に候 木下　昌輝／著 東京：文藝春秋 F ｷﾉ

エスケープ・トレイン 熊谷　達也／著 東京：光文社 F ｸﾏ

人工知能 幸田　真音／著 東京：ＰＨＰ研究所 F ｺｳ

瞳のなかの幸福 小手鞠　るい／著 東京：文藝春秋 F ｺﾃﾞ

救いの森 小林　由香／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F ｺﾊﾞ

スクエア 今野　敏／著 東京：徳間書店 F ｺﾝ

みかんとひよどり 近藤　史恵／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾝ

狂歌 佐伯　琴子／著 東京：日本経済新聞出版社 F ｻｴ

ひとんち 澤村　伊智／著 東京：光文社 F ｻﾜ

プラスチックの祈り 白石　一文／著 東京：朝日新聞出版 F ｼﾗ

わるもん 須賀　ケイ／著 東京：集英社 F ｽｶﾞ

戦場のレビヤタン 砂川　文次／著 東京：文藝春秋 F ｽﾅ

ほとほと 高樹　のぶ子／著 東京：毎日新聞出版 F ﾀｶ

虎落笛 高橋　秀紀／著 会津若松：歴史春秋出版 F ﾀｶ

うちのレシピ 瀧羽　麻子／著 東京：新潮社 F ﾀｷ



日本の小説 インソムニア 辻　寛之／著 東京：光文社 F ﾂｼﾞ

ザ・ウォール 堂場　瞬一／著 東京：実業之日本社 F ﾄﾞｳ

新章神様のカルテ 夏川　草介／著 東京：小学館 F ﾅﾂ

イシイカナコが笑うなら 額賀　澪／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾇｶ

かわたれどき 畠中　恵／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾀ

横浜大戦争　明治編 蜂須賀　敬明／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾁ

梟の一族 福田　和代／著 東京：集英社 F ﾌｸ

江戸おんな絵姿十二景 藤沢　周平／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ

蝉しぐれ 藤沢　周平／著 東京：文藝春秋 F ﾌｼﾞ

東京の子 藤井　太洋／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ

この道 古井　由吉／著 東京：講談社 F ﾌﾙ

闇夜の底で踊れ 増島　拓哉／著 東京：集英社 F ﾏｽ

ぼくはきっとやさしい 町屋　良平／著 東京：河出書房新社 F ﾏﾁ

反乱兵の伝言 三上　隆／著 東京：幻冬舎メディアコンサルティング F ﾐｶ

千里の向こう 簑輪　諒／著 東京：文藝春秋 F ﾐﾉ

毒よりもなお 森　晶麿／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾓﾘ

奇説無惨絵条々 谷津　矢車／著 東京：文藝春秋 F ﾔﾂ

趣味で腹いっぱい 山崎　ナオコーラ／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ

陰陽師　女蛇ノ巻 夢枕　獏／著 東京：文藝春秋 F ﾕﾒ

ノースライト 横山　秀夫／著 東京：新潮社 F ﾖｺ

横道世之介　続 吉田　修一／著 東京：中央公論新社 F ﾖｼ 2

外国の小説 種の起源 チョン　ユジョン／著 東京：早川書房 929.1 ﾁﾖ

ヒョンナムオッパへ チョ　ナムジュ／著 東京：白水社 929.1

ここから世界が始まる トルーマン・カポーティ／著 東京：新潮社 933.7 ｶﾎﾟ

ニックス ネイサン・ヒル／著 東京：早川書房 933.7 ﾋﾙ

生まれ変わり ケン・リュウ／著 東京：早川書房 933.7 ﾘﾕ

ザ・ディスプレイスト ヴィエト・タン・ウェン／編 東京：ポプラ社 936

悪意 ホーカン・ネッセル／著 東京：東京創元社 949.8 ﾈﾂ

苦悩 マルグリット・デュラス／著 東京：河出書房新社 953.7 ﾃﾞﾕ

文　庫 絆経営で目指す新しい地方創生 材木　正己／著 東京：扶桑社 A 159.4 ｻﾞｷ

怖くて眠れなくなる科学 竹内　薫／著 東京：ＰＨＰ研究所 B 404 ﾀｺ

日輪の遺産 浅田　次郎／〔著〕 東京：講談社 B F ｱｻ

茉莉花官吏伝　５ 石田　リンネ／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 5

不治 上田　秀人／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｳｴ

メゾン・ド・ポリス　１・２ 加藤　実秋／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｶﾄ1・2

ナースコール！　１・２ 川上　途行／〔著〕 東京：ポプラ社 B F ｶﾜ1・2

異郷のぞみし 佐伯　泰英／著 東京：双葉社 B F ｻｴ

鼠草紙 佐伯　泰英／著 東京：文藝春秋 B F ｻｴ

あきない世傳金と銀　６ 高田　郁／著 東京：角川春樹事務所 B F ﾀｶ 6

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



文　庫 邂逅 堂場　瞬一／著 東京：中央公論新社 B F ﾄﾞｳ

裂壊 堂場　瞬一／著 東京：中央公論新社 B F ﾄﾞｳ

後宮錦華伝 はるおか　りの／著 東京：集英社 B F ﾊﾙ

マスカレード・ホテル 東野　圭吾／著 東京：集英社 B F ﾋｶﾞ

螢・納屋を焼く・その他の短編 村上　春樹／著 東京：新潮社 B F ﾑﾗ

あやかしお宿のお弁当をあなたに。 友麻　碧／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

怖くて眠れなくなる科学 竹内　薫／著 東京：ＰＨＰ研究所 B 404 ﾀｺ

哲　学 孤独に強くなる９つの習慣 植西　聰／著 東京：ワニ・プラス 159 ｳｺ

なぜあなたばかりつらい目にあうのか？ 加藤　諦三／著 東京：朝日新聞出版 159 ｶﾅ

半径３メートル以内を幸せにする 本田　晃一／著 東京：きずな出版 159 ﾎﾊ

年収３００万円はお金を減らす人　年収１０００万円はお金を増やす人　年収１億円はお金と時間が増える人 金川　顕教／著 東京：サンライズパブリッシング 159.4 ｶﾈ

なぜ、優秀な人ほど成長が止まるのか 田坂　広志／著 東京：ダイヤモンド社 159.4 ﾀﾅ

事典古代の祭祀と年中行事 岡田　莊司／編 東京：吉川弘文館 176 ｼﾞ

花寺和尚の苦を樂に生きる！ 友松　祐也／著 東京：佼成出版社 188.5 ﾄﾊ

歴　史 縄文時代の不思議と謎 山田　康弘／監修 東京：実業之日本社 210.2 ｼﾞ

ベーシックアトラス世界地図帳 平凡社／編 東京：平凡社 R 290.3 ﾍﾞ

ナチスから図書館を守った人たち デイヴィッド・Ｅ．フィッシュマン／著 東京：原書房 238.8 ﾌﾅ

日本人のおなまえっ！　日本がわかる名字の謎 ＮＨＫ番組制作班／編 東京：集英社インターナショナル 288.1 ﾆ

皇室女子 香山　リカ／著 東京：秀和システム 288.4 ｶｺ

平成皇室の３０年 東京：朝日新聞出版 288.4 ﾍ

イレナの子供たち ティラー・Ｊ．マッツェオ／著 東京：東京創元社 289.3 ｾﾝ

古代史マップ 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 209.3 ｺ

日本全国境界未定地の事典 浅井　建爾／著 東京：東京堂出版 291 ｱﾆ

極夜行 角幡　唯介／著 東京：文藝春秋 297.8 ｶｷ

社会科学 凛としたアジア 伊藤　千尋／著 東京：新日本出版社 302.2 ｲﾘ

「アベ友」トンデモ列伝 適菜　収／ほか著 東京：宝島社 312.1 ｱ

敷金・職質・保証人－知らないあなたがはめられる 烏賀陽　弘道／著 東京：ワニ・プラス 320.4 ｳｼ

家族を「争族」から守った遺言書３０文例 相続診断協会／編 東京：日本法令 324.7 ｶ

事例でわかる！スペシャリストが教える借地権の悩みベストな解決法 住友林業レジデンシャル／編著 東京：現代書林 324.8 ｼﾞ

平成はなぜ失敗したのか 野口　悠紀雄／著 東京：幻冬舎 332.1 ﾉﾍ

コミュニティをつくって、自由に生きるという提案 マツダ　ミヒロ／著 東京：きずな出版 336.4 ﾏｺ

株は１００万３点買いで儲けなさい！ 杉村　富生／著 東京：すばる舎 338.1 ｽｶ

本当に儲かる株の見つけ方 菅下　清廣／著 東京：実務教育出版 338.1 ｽﾎ

１０００億円のブームを生んだ考えぬく力 須永　珠代／著 〔東京〕：日経ＢＰ社 345 ｽｲ

この先をどう生きるか 藤原　智美／著 東京：文藝春秋 367.7 ﾌｺ

機能向上につながる！高齢者とつくる季節の壁面　春・夏編 東京：世界文化社 369.2 ｷ

新復興論 小松　理虔／著 東京：ゲンロン 369.3 ｺｼ

あの日のオルガン 久保　つぎこ／著 東京：朝日新聞出版 376.1 ｸｱ

中学に入ってどうよ！？ 鳥居　りんこ／著 東京：学研 376.3 ﾄﾁ

 



社会科学 モンテッソーリ教育×ハーバード式　子どもの才能の伸ばし方 伊藤　美佳／著 東京：かんき出版 379.9 ｲﾓ

現行自治六法　平成３１年版　１・２ 自治法規実務研究会／編集 東京：第一法規 R318.1ｹﾞ19-1・2

自然科学 科学用語図鑑 水谷　淳／文 東京：河出書房新社 404 ﾐｶ

熱と温度の科学 石原　顕光／著 東京：日刊工業新聞社 426 ｲﾈ

怖くて眠れなくなる植物学 稲垣　栄洋／著 〔東京〕：ＰＨＰエディターズ・グループ 470.4 ｲｺ

人体～神秘の巨大ネットワーク～　１～４ ＮＨＫスペシャル「人体」取材班／編 東京：東京書籍 491.3ｼ1～４

いのちはモビール 神田橋　條治／著 福岡：木星舎 493.7 ｶｲ

発達障害グレーゾーン 姫野　桂／著 東京：扶桑社 493.7 ﾋﾊ

医師が教えるゼロポジ座り 中村　格子／著 東京：講談社 498.3 ﾅｲ

噛む力が弱った人のおいしい長生きごはん クリコ／著 東京：講談社 498.5 ｸｶ

技　術 犬のための家づくり 東京：エクスナレッジ 527 ｲ

しあわせ間取り図鑑 建築知識編集部／編 東京：エクスナレッジ 527.1 ｼ

顔タイプ診断で見つかる本当に似合う服 岡田　実子／著 東京：かんき出版 589.2 ｵｶ

ＹＵＫＩ　ＴＯＲＩＩ　ＴＯＴＡＬ　ＣＯＯＲＤＩＮＡＴＥ　ＢＯＯＫ 鳥居　ユキ／著 東京：世界文化社 589.2 ﾄﾕ

暮らしに必要なものは、自分で決めていい。 一田　憲子／著 東京：秀和システム 590 ｲｸ

園児＆小学生のスモック・エプロン・パジャマ 東京：ブティック社 593.3 ｴ

夏糸で編む小さなバッグとポーチ 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 594.3 ﾅ

春夏ニット　２０１９ 東京：セブン＆アイ出版 594.3 ﾊ 19

がま口を作る イシカワ　カオル／著 東京：グラフィック社 594.7 ｲｶﾞ

うまい！味が決まる！みそ・塩・しょうゆのシンプルおかず おいしい家庭おかずの会／編 東京：家の光協会 596 ｳ

発酵食、豆、雑穀で作る毎日のごちそう 荏原　スミ子／著 東京：誠文堂新光社 596 ｴﾊ

料理が苦痛だ 本多　理恵子／著 東京：自由国民社 596 ﾎﾘ

すぐでき弁当２４＋野菜と卵の弁当おかず KADOKAWA 596.4 ｽ

おいしさ満点！中高生の基本のお弁当 ほりえ　さちこ／料理 東京：成美堂出版 596.4 ﾎｵ

１日１か所捨てる！ワークブック やました　ひでこ／監修 東京：宝島社 597.5 ｲ

だいじょうぶだよ、モリス カール＝ヨハン・エリーン／著 東京：飛鳥新社 599 ｴﾀﾞ

桶谷式母乳ですくすく育てる本 桶谷式乳房管理法研鑚会／編 東京：主婦の友社 599.3 ｵ

産　業 １時間でよくわかる農家のための相続講座 床爪　晋／著 東京：家の光協会 611.8 ﾄｲ

農家が教える鳥獣害対策あの手この手 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 615.8 ﾉ

家庭菜園でできる自然農法 東京：学研プラス 626.9 ｶ

捨て猫に拾われた男 梅田　悟司／著 東京：日本経済新聞出版社 645.7 ｳｽ

技　術 安野光雅 安野　光雅／著 東京：平凡社 723.1 ｱﾝ

ホッとする絵手紙 若海　美智子／著 東京：日貿出版社 724 ﾜﾎ

はじめての油絵 金子　亨／著 東京：グラフィック社 724.3 ｶﾊ

油絵わかりやすい混色教室 鈴木　輝實／著 東京：グラフィック社 724.3 ｽｱ

油彩で描く 北条　章／著 東京：グラフィック社 724.3 ﾕ

失敗しない水彩の色づくり 久山　一枝／著 東京：日貿出版社 724.4 ｸｼ

水彩＆水彩色鉛筆による花のスケッチ描法 西丸　式人／著 東京：グラフィック社 724.4 ｻｽ

透明水彩混色教室 鈴木　輝實／著 東京：グラフィック社 724.4 ｽﾄ

 

  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

  



芸　術 透明水彩で描く 松原　龍夫／著 東京：グラフィック社 724.4 ﾏﾄ

透明水彩で描く世界でいちばん美しい細密画 アンナ・メイソン／著 東京：日本文芸社 724.4 ﾒﾄ

鉛筆で描く 三澤　寛志／著 東京：グラフィック社 725.5 ﾐｴ

母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。 宮川　サトシ／著 東京：新潮社 726.1 ﾐﾊ

ベイビーレボリューション 浅井　健一／文 東京：クレヨンハウス 726.6 ﾅﾍﾞ

その手がおぼえてる トニー・ジョンストン／文 神戸：ＢＬ出版 726.6 ﾍﾞｿ

かわいい布ものデザイン 東京：パイインターナショナル 753 ｶ

脳セラピー折り紙 小林　利子／〔著〕 東京：ブティック社 754.9 ｺﾉ

羊毛で作るはじめての可愛いドール ウエノ　ミホコ／著 東京：河出書房新社 759 ｳﾖ

新しい音楽鑑賞 久保田　慶一／著 東京：水曜社 760.7 ｸｱ

ロシア・アヴァンギャルドの宇宙論的音楽論 高橋　健一郎／著 東京：水声社 762.3 ﾀﾛ

メトロポリタン歌劇場 チャールズ・アフロン／〔著〕 東京：みすず書房 766.1 ｱﾒ

Ｋ－ＰＯＰ　ＮＥＸＴ　ＴＷＩＣＥ　ＥＸ 東京：メディアソフト 767.8 ｹ

沢田研二大研究 國府田　公子／著 東京：青弓社 767.8 ｻﾜ

〈雅楽〉の誕生 鈴木　聖子／著 東京：春秋社 768.2 ｽｶﾞ

フラメンコ、この愛しきこころ 橋本　ルシア／著 東京：水曜社 769.3 ﾊﾌ

「現代能楽集」の挑戦 岡本　章／編著 東京：論創社 775.1 ｵｹﾞ

宝塚の美 下瀬　直子／著 東京：青弓社 775.4 ｼﾀ

樹木希林１２０の遺言 樹木　希林／著 東京：宝島社 778.2 ｷｷ

まんぷく　Ｐａｒｔ２ 福田　靖／作 東京：ＮＨＫ出版 778.8 ﾏ 2

どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法 Ｅｉｋｏ／著 東京：サンマーク出版 781.4 ｴﾄﾞ

可動域を広げパフォーマンスを上げる新しいストレッチの教科書 森本　貴義／著 東京：ワニ・プラス 781.4 ﾓｶ

誰でもカンタン！図解で分かる囲碁の読み 寺山　怜／著 東京：マイナビ出版 795 ﾃﾀﾞ

現代オセロの最新理論 佐谷　哲／著 東京：マイナビ出版 795.8 ｻｹﾞ

ひふみの言葉 加藤　一二三／著・書 東京：パルコエンタテインメント事業部 796.0 ｶﾄ

師弟 野澤　亘伸／著 東京：光文社 796.0 ﾉｼ

言　語 心とカラダを整えるおとなのための１分音読 山口　謠司／著 東京：自由国民社 809.4 ﾔｺ

文章表現のための辞典活用法 中村　明／著 東京：東京堂出版 816 ﾅﾌﾞ

漢字源 藤堂　明保／編 東京：学研プラス R 813.2 ｶ

例解新漢和辞典 山田　俊雄／編著 東京：三省堂 R 813.2 ﾚ

旺文社全訳古語辞典 宮腰　賢／編 東京：旺文社 R 813.6 ｵ

プログレッシブタイ語辞典 傍士　豊／編著 東京：小学館 R 829.3 ﾎﾌﾟ

プログレッシブインドネシア語辞典 舟田　京子／編集委員 東京：小学館 R 829.4 ﾌﾟ

プログレッシブスペイン語辞典 鼓　直／編 東京：小学館 R 863.3 ﾌﾟ

プログレッシブポルトガル語辞典 市之瀬　敦／編集委員 東京：小学館 R 869.3 ﾌﾟ

文　学 文豪お墓まいり記 山崎　ナオコーラ／著 東京：文藝春秋 910.2 ﾔﾌﾞ

俳句でつかう季語の植物図鑑 『俳句でつかう季語の植物図鑑』編集委員会／編 東京：山川出版社 911.3 ﾊ

老いてこそユーモア 阿刀田　高／著 東京：幻冬舎 914.6 ｱﾄ

白秋期 五木　寛之／著 東京：日本経済新聞出版社 914.6 ｲﾂ

 
 



文　学 女の不作法 内館　牧子／著 東京：幻冬舎 914.6 ｳﾁ

たのしい暮しの断片（かけら） 金井　美恵子／文 東京：平凡社 914.6 ｶﾅ

人生後半、はじめまして 岸本　葉子／著 東京：中央公論新社 914.6 ｷｼ

この先には、何がある？ 群　ようこ／著 東京：幻冬舎 914.6 ﾑﾚ

郷土資料 絆経営で目指す新しい地方創生 材木　正己／著 東京：扶桑社 A 159.4 ｻﾞｷ

児童書(読物） お出かけは〈１３日の金曜日〉 赤川　次郎／著 東京：汐文社 F ｱｶ

ほねほねザウルス　２０ カバヤ食品株式会社／原案・監修 東京：岩崎書店 F ｸﾞﾙ 20

レッツがおつかい ひこ・田中／さく 東京：講談社 F ﾋｺ

レッツとネコさん ひこ・田中／さく 東京：講談社 F ﾋｺ

レッツのふみだい ひこ・田中／さく 東京：講談社 F ﾋｺ

ナイスキャッチ！　５ 横沢　彰／作 東京：新日本出版社 F ﾖｺ 5

ふたご探偵　２ ペニー・ワーナー／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 2

魔法使いマーリンの犬 エリック・カーン・ゲイル／作 東京：評論社 933 ｹﾞｲ

ハートウッドホテル　２ ケイリー・ジョージ／作 東京：童心社 933 ｼﾞﾖ 2

ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー／著 東京：学研プラス 933 ﾎﾟﾛ

児童書(知識） 地球なんでも大図鑑 ＤＫ社／編 東京：東京書籍 033 ﾁ

海賊世界へタイムワープ 細雪　純／マンガ 東京：朝日新聞出版 209

わくわくする日本の歴史 大石　学／監修 東京：学研教育出版 210

わくわくする日本の地図 東京：学研教育出版 291

こどもおしごとキャラクター図鑑 給料ＢＡＮＫ／著 東京：宝島社 366

実験対決　３０ 洪　鐘賢／絵 東京：朝日新聞出版 407 30

元素キャラクター図鑑 若林　文高／監修 東京：日本図書センター 431

天文キャラクター図鑑 渡部　潤一／監修 東京：日本図書センター 440

鉱物キャラクター図鑑 松原　聰／監修 東京：日本図書センター 459

ずかん　こけ 木口　博史／著 東京：技術評論社 475

どっちが強い！？クラゲｖｓデンキウナギ ジノ／ストーリー 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 483.3

どっちが強い！？オオトカゲｖｓワニガメ スライウム／ストーリー 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 487.9

からだの免疫キャラクター図鑑 岡田　晴恵／監修 東京：日本図書センター 491

人体キャラクター図鑑 坂井　建雄／監修 東京：日本図書センター 491

感染症キャラクター図鑑 岡田　晴恵／監修 東京：日本図書センター 493

食物アレルギーキャラクター図鑑 赤澤　晃／監修 東京：日本図書センター 493

栄養素キャラクター図鑑 田中　明／監修 東京：日本図書センター 498

食品添加物キャラクター図鑑 左巻　健男／監修 東京：日本図書センター 498

野菜と栄養素キャラクター図鑑 田中　明／監修 東京：日本図書センター 498

漢方薬キャラクター図鑑 新見　正則／監修 東京：日本図書センター 499

かわいいパッケージクラフト　〔１〕 平田　美咲／作 東京：汐文社 754.9 ﾋｶ 1

海賊めいろブック マッティア・セラト／絵 東京：あかね書房 798.3 ｶ

故事成語キャラクター図鑑 深谷　圭助／監修 東京：日本図書センター 814

ことわざキャラクター図鑑 深谷　圭助／監修 東京：日本図書センター 814



児童書(知識） マンガ・書きたくなる作文教室 かおり＆ゆかり／著 東京：ＰＨＰ研究所 816

わくわくする英語 東京：学研教育出版 830

絵　本 まほうつかい いしかわ　こうじ／作・絵 東京：偕成社 E ｶｲ

おしえておしえてねむりかた アナ・カン／ぶん 東京：ほるぷ出版 E ﾎﾙ

いただきますレストラン ひだの　かな代／えとぶん 東京：みらいパブリッシング E ﾐﾗ

分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

歴　史 世界史モノ事典 平凡社／編 東京：平凡社 R 203.6 ｾ

旅と冒険の人類史大図鑑 マイケル・コリンズ／監修 東京：河出書房新社 209 ﾀ

４７都道府県・遺跡百科 石神　裕之／著 東京：丸善出版 210.0 ｲﾖ

日本史モノ事典　 正・続 平凡社／編 東京：平凡社 R210.0ﾆ1・2

日本全国合成地名の事典 浅井　建爾／著 東京：東京堂出版 R 291.0 ｱﾆ

ベーシックアトラス日本地図帳 平凡社／編 東京：平凡社 R 291.0 ﾍﾞ

奇界遺産　１・２ 佐藤　健寿／編著 東京：エクスナレッジ 290.8ｻｷ1・2

社会科学 日本現代怪異事典 朝里　樹／著 東京：笠間書院 R 388.1 ｱﾆ

岩石と鉱物 ロナルド・ルイス・ボネウィッツ／文 京都：化学同人 R 459.0 ﾎﾞｶﾞ

自然科学 宝石 ロナルド・ルイス・ボネウィッツ／文 京都：化学同人 R 459.7 ﾎﾞﾎ

世界の絶滅危惧生物図鑑 ＩＵＣＮ／編 東京：丸善出版 R 460.3 ｾ

知りたい会いたい特徴がよくわかるコケ図鑑 藤井　久子／著 東京：家の光協会 R 475.0 ﾌｼ

日本クラゲ大図鑑 峯水　亮／著 東京：平凡社 R 483.3 ﾆ

日本魚類館 中坊　徹次／編・監修 東京：小学館 R 487.5 ﾆ

日本の野鳥６５０ 真木　広造／写真 東京：平凡社 R 488.0 ﾆ

薬草・毒草を見分ける図鑑 磯田　進／監修 東京：誠文堂新光社 R 499.8 ﾔ

科学史ひらめき図鑑 杉山　滋郎／監修 東京：ナツメ社 402 ｶ

忙しすぎる人のための宇宙講座 ニール・ドグラース・タイソン／著 東京：早川書房 440.4 ﾀｲ

海の世界地図 Ｄｏｎ　Ｈｉｎｒｉｃｈｓｅｎ／〔著〕 東京：丸善出版 452 ﾋｳ

最新食べて治す医学大事典 根本　幸夫／監修 東京：主婦と生活社 498.5 ｻ

技　術 建物が語る日本の歴史 海野　聡／著 東京：吉川弘文館 521 ｳﾀ

イラストでよくわかる！大工道具入門 竹中大工道具館／編著 東京：日刊工業新聞社 583.8 ｲ

産　業 新・種苗読本 日本種苗協会／編 東京：日本種苗協会 615.2 ｼ

数える・はかる・単位の事典 武藤　徹／編著 東京：東京堂出版 R 609.0 ｶ

芸　術 世界の美術 アンドリュー・グレアム＝ディクソン／総監修 東京：河出書房新社 R 702 ｾ

言　語 四字熟語ときあかし辞典 円満字　二郎／著 東京：研究社 R 813.4 ｴﾖ

 

 

  

 綾部市にゆかりのある方から寄贈していただきました。大切に使わせていただきます。 


