
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 キッド 相場　英雄／著 幻冬舎 F ｱｲ

居酒屋ぼったくり　１１ 秋川　滝美／〔著〕 アルファポリス F ｱｷ 11

わたし、定時で帰ります。　〔２〕 朱野　帰子／〔著〕 新潮社 F ｱｹ 2

死にがいを求めて生きているの 朝井　リョウ／著 中央公論新社 F ｱｻ

ハムレット殺人事件 芦原　すなお／著 東京創元社 F ｱｼ

方丈の孤月 梓澤　要／著 新潮社 F ｱｽﾞ

こうして誰もいなくなった 有栖川　有栖／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾘ

マーダーハウス 五十嵐　貴久／著 実業之日本社 F ｲｶﾞ

シーソーモンスター 伊坂　幸太郎／著 中央公論新社 F ｲｻ

真実の航跡 伊東　潤／著 集英社 F ｲﾄ

いきぢごく 宇佐美　まこと／〔著〕 角川春樹事務所 F ｳｻ

風のなかの櫻香 内田　康夫／〔著〕 徳間書店 F ｳﾁ

棄霊島　上・下 内田　康夫／著 祥伝社 F ｳﾁ

靖国への帰還 内田　康夫／著 講談社 F ｳﾁ

渦 大島　真寿美／著 文藝春秋 F ｵｵ

鬼憑き十兵衛 大塚　已愛／著 新潮社 F ｵｵ

ゆるキャラの恐怖 奥泉　光／著 文藝春秋 F ｵｸ

新宿花園裏交番坂下巡査 香納　諒一／著 祥伝社 F ｶﾉ

浮雲心霊奇譚　〔５〕 神永　学／著 集英社 F ｶﾐ 5

アトラス 神永　学／著 新潮社 F ｶﾐ

カゲロボ 木皿　泉／著 新潮社 F ｷｻﾞ

中野のお父さんは謎を解くか 北村　薫／著 文藝春秋 F ｷﾀ

なつぞら　上 大森　寿美男／作 ＮＨＫ出版 F ｷﾏ 1

とめどなく囁く 桐野　夏生／著 幻冬舎 F ｷﾘ

ミネルヴァの梟は飛び立ちたい 草野　なつめ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸｻ

トリニティ 窪　美澄／著 新潮社 F ｸﾎﾞ

機捜２３５ 今野　敏／著 光文社 F ｺﾝ

呪護 今野　敏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾝ

バッドビート 呉　勝浩／著 講談社 F ｺﾞ

シスタームーンライト 合田　和厚／著 マインドカルチャーセンター F ｺﾞｳ

隠居すごろく 西條　奈加／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻｲ

山海記 佐伯　一麦／著 講談社 F ｻｴ

予言の島 澤村　伊智／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻﾜ

落花 澤田　瞳子／著 中央公論新社 F ｻﾜ

とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記　１８ 椎名　ほわほわ／〔著〕 アルファポリス F ｼｲ 18

肖像彫刻家 篠田　節子／著 新潮社 F ｼﾉ

少年は死になさい…美しく 新堂　冬樹／著 中央公論新社 F ｼﾝ



日本の小説 麦本三歩の好きなもの 住野　よる／著 幻冬舎 F ｽﾐ

傑作はまだ 瀬尾　まいこ／著 ソニー・ミュージックエンタテインメント F ｾｵ

雨にも負けず 高杉　良／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

ハート型の雲 高橋　三千綱／著 幻冬舎メディアコンサルティング F ﾀｶ

崖っぷちパラダイス 谷口　桂子／著 小学館 F ﾀﾆ

まんぷく　下 福田　靖／作 ＮＨＫ出版 F ﾀﾌﾞ 2

レフトハンド・ブラザーフッド 知念　実希人／著 文藝春秋 F ﾁﾈ

傲慢と善良 辻村　深月／著 朝日新聞出版 F ﾂｼﾞ

帰還 堂場　瞬一／著 文藝春秋 F ﾄﾞｳ

いも殿さま 土橋　章宏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾄﾞﾊﾞ

サバティカル 中村　航／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ

もういちどベートーヴェン 中山　七里／著 宝島社 F ﾅｶ

大統領に告ぐ 永瀬　隼介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶﾞ

ドＳ刑事（デカ）　５・６ 七尾　与史／著 幻冬舎 F ﾅﾅ 5・6

立川忍びより　〔２〕 仁木　英之／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾆｷ 2

十津川村天誅殺人事件 西村　京太郎／著 小学館 F ﾆｼ

十津川警部「オキナワ」 西村　京太郎／著 光文社 F ﾆｼ

夢の迷い路 西澤　保彦／著 光文社 F ﾆｼ

さよならの夜食カフェ 古内　一絵／著 中央公論新社 F ﾌﾙ

崩壊の森 本城　雅人／著 文藝春秋 F ﾎﾝ

天国の本屋 松久　淳／著 鎌倉：かまくら春秋社 F ﾏﾂ

人外 松浦　寿輝／著 講談社 F ﾏﾂ

飛族 村田　喜代子／著 文藝春秋 F ﾑﾗ

尼子姫十勇士 諸田　玲子／著 毎日新聞出版 F ﾓﾛ

ペンギンは空を見上げる 八重野　統摩／著 東京創元社 F ﾔｴ

ランドルトの環 八幡　橙／著 双葉社 F ﾔﾊ

夜の塩 山口　恵以子／著 徳間書店 F ﾔﾏ

マジカルグランマ 柚木　麻子／著 朝日新聞出版 F ﾕｽﾞ

『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろしＢＯＯＫ　ｖｏｌ．２４ 『このミステリーがすごい！』編集部／編 宝島社 F 24

中吊り小説 吉本　ばなな／〔ほか〕著 新潮社 F

外国の小説 ディオゲネス変奏曲 陳　浩基／著 早川書房 923.7 ﾁﾝ

メアリ・ポピンズ トラバース／作 朝日出版社 933.7 ﾄﾗ

ブックショップ ペネロピ・フィッツジェラルド／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933.7 ﾌｲ

荒野にて ウィリー・ヴローティン／著 早川書房 933.7 ﾌﾞﾛ

座席ナンバー７Ａの恐怖 セバスチャン・フィツェック／著 文藝春秋 943.7 ﾌｲ

トリック エマヌエル・ベルクマン／著 新潮社 943.7 ﾍﾞﾙ

私のイサベル エリーサベト・ノウレベック／著 早川書房 949.8 ﾉｳ

文庫 ふしぎな名画座 赤川　次郎／〔著〕 角川書店 B F ｱｶ

リハーサル 五十嵐　貴久／〔著〕 幻冬舎 B F ｲｶﾞ

後宮香妃物語　〔４〕 伊藤　たつき／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ 4

水の繭 大島　真寿美／〔著〕 角川書店 B F ｵｵ

メリーゴーランド 荻原　浩／著 新潮社 B F ｵｷﾞ

ゆきうさぎのお品書き　〔７〕 小湊　悠貴／著 集英社 B F ｺﾐ 7



文庫 愛憎 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

足抜 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

仇討 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

異館 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

遺恨 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

意地 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

遺髪 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

遺文 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

初陣 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

烏鷺 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

炎上 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

遠謀 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

御鑓拝借 佐伯　泰英／〔著〕 幻冬舎 B F ｻｴ

髪結 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

仮宅 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

奸臣狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

兇刃 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

狐舞 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

決着 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

見番 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

下忍狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

沽券 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

極意 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

五家狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

再建 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

再生 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

散華ノ刻（とき） 佐伯　泰英／著 双葉社 B F ｻｴ

残夢 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

秋帆狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

初心 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

刺客 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

始末 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

清掻 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

切羽 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

宣告 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

相剋 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

代官狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

追善 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

椿落つ 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ

鉄砲狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

鵺女狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

八州狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

覇者 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ



文庫 初花 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

春霞ノ乱 佐伯　泰英／著 双葉社 B F ｻｴ

破牢狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

晩節 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

百鬼狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

悲恋 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

布石 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

枕絵 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

未決 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

密命　巻之１～３ 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

木槿ノ賦 佐伯　泰英／著 双葉社 B F ｻｴ

夢幻 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

無宿 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

無刀 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

役者狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

遣手 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

妖怪狩り 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

夜桜 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

乱雲 佐伯　泰英／著 祥伝社 B F ｻｴ

流鶯 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

流離 佐伯　泰英／著 光文社 B F ｻｴ

あったかけんちん汁 坂井　希久子／著 角川春樹事務所 B F ｻｶ

君は月夜に光り輝く 佐野　徹夜／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｻﾉ

リライブ 小路　幸也／著 新潮社 B F ｼﾖ

余白の春 瀬戸内　寂聴／著 岩波書店 B F ｾﾄ

幸福の劇薬 仙川　環／〔著〕 講談社 B F ｾﾝ

総門谷 高橋　克彦／〔著〕 講談社 B F ﾀｶ

総門谷Ｒ　鵺篇 高橋　克彦／〔著〕 講談社 B F ﾀｶ

星封陣 高橋　克彦／〔著〕 講談社 B F ﾀｶ

蒼い乳房 谷村　志穂／著 新潮社 B F ﾀﾆ

シティ 谷村　志穂／著 集英社 B F ﾀﾆ

ハウス 谷村　志穂／著 集英社 B F ﾀﾆ

囲米の罠 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

赤い帆船（クルーザー） 西村　京太郎／著 光文社 B F ﾆｼ

明日香・幻想の殺人 西村　京太郎／著 徳間書店 B F ﾆｼ

伊豆・河津七滝に消えた女 西村　京太郎／著 光文社 B F ﾆｼ

Ｌ特急しまんと殺人事件 西村　京太郎／〔著〕 角川書店 B F ﾆｼ

完全殺人 西村　京太郎／〔著〕 角川書店 B F ﾆｼ

北リアス線の天使 西村　京太郎／著 光文社 B F ﾆｼ

神戸愛と殺意の街 西村　京太郎／著 新潮社 B F ﾆｼ

桜の下殺人事件 西村　京太郎／著 双葉社 B F ﾆｼ

特急「しなの２１号」殺人事件 西村　京太郎／著 光文社 B F ﾆｼ

特急ワイドビューひだ殺人事件 西村　京太郎／著 光文社 B F ﾆｼ



文庫 十津川警部風の挽歌 西村　京太郎／著 角川春樹事務所 B F ﾆｼ

十津川警部「幻覚」 西村　京太郎／〔著〕 角川書店 B F ﾆｼ

十津川警部「荒城の月」殺人事件 西村　京太郎／〔著〕 講談社 B F ﾆｼ

十津川警部修善寺わが愛と死 西村　京太郎／著 集英社 B F ﾆｼ

十津川警部猫と死体はタンゴ鉄道に乗って 西村　京太郎／〔著〕 講談社 B F ﾆｼ

十津川警部の決断 西村　京太郎／著 光文社 B F ﾆｼ

十津川警部ロマンの死、銀山温泉 西村　京太郎／著 光文社 B F ﾆｼ

長崎駅（ナガサキ・レディ）殺人事件 西村　京太郎／著 光文社 B F ﾆｼ

南紀殺人ルート 西村　京太郎／著 徳間書店 B F ﾆｼ

函館駅殺人事件 西村　京太郎／著 光文社 B F ﾆｼ

松島・蔵王殺人事件 西村　京太郎／著 徳間書店 B F ﾆｼ

南九州殺人迷路 西村　京太郎／〔著〕 角川書店 B F ﾆｼ

草原の輝き 野中　柊／〔著〕 幻冬舎 B F ﾉﾅ

後宮樂華伝 はるおか　りの／著 集英社 B F ﾊﾙ

後宮幻華伝 はるおか　りの／著 集英社 B F ﾊﾙ

小さな恋のうた 平田　研也／〔著〕 講談社 B F ﾋﾗ

藁一本 藤原　緋沙子／著 双葉社 B F ﾌｼﾞ

暁の寺 三島　由紀夫／著 新潮社 B F ﾐｼ

天人五衰 三島　由紀夫／著 新潮社 B F ﾐｼ

春の雪 三島　由紀夫／著 新潮社 B F ﾐｼ

奔馬 三島　由紀夫／著 新潮社 B F ﾐｼ

オレンジの壺　上・下 宮本　輝／著 光文社 B F ﾐﾔ

限りなく透明に近いブルー 村上　竜／〔著〕 講談社 B F ﾑﾗ

Ｆｌｏｗｅｒｓ 百瀬　しのぶ／著 小学館 B F ﾓﾓ

恋文の技術 森見　登美彦／〔著〕 ポプラ社 B F ﾓﾘ

ガレキノシタ 山下　貴光／著 実業之日本社 B F ﾔﾏ

Ｂの戦場　１～６ ゆきた　志旗／著 集英社 B F ﾕｷ 1～6

ささやかな頼み ダーシー・ベル／著 早川書房 B 933.7 ﾍﾞﾙ

シンデレラの秘密の契約 スーザン・マレリー／著 ハーレクイン B 933.7 ﾏﾚ

移動都市 フィリップ・リーヴ／著 東京創元社 B 933.7 ﾘﾌﾞ

美少年美術史 池上　英洋／著 筑摩書房 B 702.3 ｲﾋﾞ

考証要集　１・２ 大森　洋平／著 文藝春秋 B 778.8 ｵｺ 1・2

総記 わかりやすさの罠 池上　彰／著 集英社 002.7 ｲﾜ

ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ ハンス・ロスリング／著 日経ＢＰ社 002.7 ﾌ

ビジネスエクセル関数事典　完全保存版 日経ＢＰ社 007.6 ﾋﾞ

第104回全国図書館大会東京大会記録 第104回全国図書館大会実行委員会 第104回全国図書館大会実行委員会 010.4 ﾀﾞ

ビブリオ漫談 笹倉　剛／著 あいり出版 019.9 ｻﾋﾞ

読むよむ書く 重松　清／著 幻戯書房 019.9 ｼﾖ

本をつくる 鳥海　修／著 河出書房新社 022 ﾎ

現代用語の基礎知識 自由国民社 Ｒ 031 ｹﾞ １８

読売年鑑　２０１９年版 読売新聞東京本社 R 059 ﾖ 19

哲学 ＫＧＢスパイ式記憶術 デニス・ブーキン／著 水王舎 141.3 ﾌﾞｹ

心美人・長所を活かす性格改善法 花見　正樹／著 右文書院 141.9 ﾊｺ



哲学 人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本　裕幸／著 大和書房 146.8 ﾈﾋ

開運・占い全科 花見　正樹／著 右文書院 148 ﾊｶ

開運・だれにも分かる手相占い 花見　正樹／著 右文書院 148.1 ﾊｶ

開運・この一冊で夢占い師になれる 花見　正樹／著 右文書院 148.9 ﾊｶ

心美人・失敗は成功の元　恋愛・結婚・再婚法 花見　正樹／著 右文書院 152.1 ﾊｺ

長生きにこだわらない 矢作　直樹／著 文響社 159 ﾔﾅ

伝説の秘書が教える「ＮＯ」と言わない仕事術 フラナガン裕美子／著 幻冬舎 159.4 ﾌﾃﾞ

仏教抹殺 鵜飼　秀徳／著 文藝春秋 182.1 ｳﾌﾞ

自分を変える「身口意」の法則 種市　勝覺／著 フォレスト出版 188.5 ﾀｼﾞ

歴史 世界史年表・地図 亀井　高孝／編 吉川弘文館 R 203.2 ｾ

日本史年表・地図 児玉　幸多／編 吉川弘文館 R 210.0 ﾆ

そこにあった江戸 上條　真埜介／編著 求龍堂 210.5 ｿ

昭和天皇実録　人名索引・年譜 東京書籍 288.4 ｼﾖ 19

道　平成２１年～平成３１年 天皇／〔述〕 ＮＨＫ出版 288.4 ﾐ

伝える人、永六輔 井上　一夫／著 集英社 289.1 ｴｲ

ここでしか見られない感動する風景！ ナショナルジオグラフィック／編著 日経ナショナルジオグラフィック社 290.8 ｺ

世界「奇景」探索百科　南北アメリカ・オセアニア編 ジョシュア・フォア／著 原書房 290.9 ｾ

世界「奇景」探索百科　ヨーロッパ・アジア・アフリカ編 ジョシュア・フォア／著 原書房 290.9 ｾ

ニッポン４７都道府県正直観光案内 宮田　珠己／著 本の雑誌社 291.0 ﾐﾆ

京都大事典　府域編 淡交社 R 291.6 ｷ

社会科学 株式会社化する日本 内田　樹／著 詩想社 304 ｶ

この世界を知るための教養 佐藤　優／著 アスコム 304 ｻｺ

思いつきで世界は進む 橋本　治／著 筑摩書房 304 ﾊｵ

もしも世界に法律がなかったら 木山　泰嗣／著 日本実業出版社 320 ｷﾓ

六法全書　平成３１年版１・２ 宇賀　克也／編集代表 有斐閣 R 320.9 ﾛ 19-1・2

ゼロからわかる相続と税金対策入門 チェスター／監修 あさ出版 324.7 ｾﾞ

あふれでたのはやさしさだった 寮　美千子／著 西日本出版社 327.8 ﾘｱ

社会人１年目からの「これ調べといて」に困らない情報収集術 坂口　孝則／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 336.1 ｻｼ

上に立つ者の度量 田口　佳史／著 ＰＨＰ研究所 336.3 ﾀｳ

相手のキャラを見きわめて１５秒で伝える！ 羽田　徹／著 ダイヤモンド社 336.4 ﾊｱ

値段の明治大正昭和風俗史 週刊朝日／編 朝日新聞社 337.8 ﾈ

いらない保険 後田　亨／〔著〕 講談社 339.4 ｳｲ

これだけ差が出る相続税土地評価１５事例　基礎編 フジ総合鑑定／著 クロスメディア・マーケティング 345.5 ｺ

結果に差がつく相続力 曽根　惠子／著 総合法令出版 345.5 ｿｹ

６０歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる 奥野　文夫／著 ＷＡＶＥ出版 364.6 ｵﾛ

町を住みこなす 大月　敏雄／著 岩波書店 365.3 ｵﾏ

生活者の平成３０年史 博報堂生活総合研究所／著 日本経済新聞出版社 365.5 ｾ

知識ゼロからの働き方改革で変わる労働法入門 萩谷　雅和／監修 幻冬舎 366.1 ﾁ

家族終了 酒井　順子／著 集英社 367.3 ｻｶ

認知症の人がパッと笑顔になる言葉かけ 右馬埜　節子／著 講談社 369.2 ｳﾆ

１，２分でできるシニアの手・足・指体操６１ 斎藤　道雄／著 黎明書房 369.2 ｻｲ

利用者の思いにこたえる介護のことばづかい 遠藤　織枝／著 大修館書店 369.2 ﾘ

子連れ防災ＢＯＯＫ ママプラグ／著 祥伝社 369.3 ｺ



社会科学 スケッチブックでつくるかんたんシアター 浅野　ななみ／著 ナツメ社 376.1 ｱｽ

学校の「当たり前」をやめた。 工藤　勇一／著 時事通信出版局 376.3 ｸｶﾞ

発達障害の「教える難しさ」を乗り越える 河野　俊一／著 日本評論社 378.8 ｺﾊ

偏差値３５から１０億稼げるようになったすごい勉強法 金川　顕教／著 ポプラ社 379.7 ｶﾍ

１０歳までに身につけたい一生困らない子どものマナー 西出　ひろ子／著 青春出版社 379.9 ﾆｼﾞ

どこまでＯＫ？がすぐわかる！冠婚葬祭の新マナー大全 笹西　真理／監修 成美堂出版 385 ﾄﾞ

夜ふけに読みたい不思議なイギリスのおとぎ話 ＦＬＯＲＡ・ＡＮＮＩＥ・ＳＴＥＥＬ／〔再話〕 平凡社 388.3 ｽﾖ

「作戦」とは何か 中村　好寿／著 中央公論新社 391.3 ﾅｻ

自然科学 小学校６年分の算数が教えられるほどよくわかる 小杉　拓也／著 ベレ出版 410 ｺｼ

中学校３年分の数学が教えられるほどよくわかる 小杉　拓也／著 ベレ出版 410 ｺﾁ

地球一やさしい宇宙の話 吉田　直紀／著 小学館 440.4 ﾖﾁ

１３８億光年宇宙の旅 渡部　潤一／監修 クレヴィス 440.8 ﾋ

地形の科学 西川　有司／著 日刊工業新聞社 454 ﾆﾁ

トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡　佑一郎／著 日刊工業新聞社 467.2 ﾐﾄ

１０代脳の鍛え方 ジェス・Ｐ．シャットキン／著 晶文社 493.9 ｼｼﾞ

医療はとってもいい仕事 澤田　勝寛／著 薬事日報社 494.0 ｻｲ

技術 超入門！ニッポンのまちのしくみ 福川　裕一／監修 淡交社 518.8 ﾁ

しょうゆの不思議 日本醤油協会 588.6 ｼ

おさよさん流がんばらなくてもキレイが続く家事のくふう おさよさん／著 ＳＢクリエイティブ 590 ｵｵ

少ない物で「家族みんな」がすっきり暮らす やまぐち　せいこ／著 ワニブックス 590 ﾔｽ

なんにもない部屋のもの選び ゆるり　まい／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 590.4 ﾕﾅ

杉でつくる家具 グループモノ・モノ／編 グラフィック社 592.7 ｽ

人生を変える夜はちみつダイエット 田井　祐爾／著 わかさ出版 595.6 ﾀｼﾞ

おおわだ保育園のアレルギー除去「なかよし給食」 『新幼児と保育』編集部／編集 小学館 596 ｵ

からだをととのえる季節の野菜レシピ帖 角屋敷　まり子／著 鹿児島：南方新社 596.3 ｽｶ

朝１０分！中高生のラクチン弁当３２０ 食のスタジオ／著 学研プラス 596.4 ｱ

冷凍保存で作る１週間のお弁当キット 川上　文代／著 誠文堂新光社 596.4 ｶﾚ

悪魔のご褒美デビルサンド 木村　幸子／著 主婦の友インフォス 596.4 ｷｱ

日本一美味しいのり弁の作り方 杵島　直美／著 日東書院本社 596.4 ｷﾆ

暮しの手帖のおべんとうのおかず２０４ 暮しの手帖編集部／著 暮しの手帖社 596.4 ｸ

働く台所 エクスナレッジ 596.9 ﾊ

男コピーライター、育休をとる。 魚返　洋平／著 大和書房 599.0 ｳｵ

おっぱいとごはん 竹中　恭子／著 春秋社 599.3 ﾀｵ

おっぱいとだっこ 竹中　恭子／著 春秋社 599.3 ﾀｵ

つくりおき幼児食 新谷　友里江／著 西東社 599.3 ﾆﾂ

産業 庭木・花木・果樹の病害虫ハンドブック 草間　祐輔／著 家の光協会 627.1 ｸﾆ

素敵に飾る小さな庭 黒田　健太郎／著 家の光協会 629.7 ｸｽ

変容するＮＨＫ 川本　裕司／著 花伝社 699.2 ｶﾍ

芸術 西洋・日本美術史の基本　〔正〕 横山　勝彦／監修 美術出版社 702 ｾ 1

西洋・日本美術史の基本　続 美術検定実行委員会／編 美術出版社 702 ｾ 2

現代の写実 : 映像を超えて 山村仁志, 早川典子, 田村麗恵 東京都美術館 723.1 ｹﾞ

南京虫 Ｖ．マヤコフスキイ／原作 群像社 726.6 ｺﾅ

ペットボトルと空き容器で作るレトロ家電とミニ雑貨 宮市　稔子／著 主婦と生活社 750 ﾐﾍﾟ



芸術 パーフェクト配色ブック 武川　カオリ／著 パイインターナショナル 757.3 ﾑﾊﾟ

京の郷土玩具 京都府立総合資料館 京都府立総合資料館 759.9 ｷ

成功する音楽家の新習慣 ジェラルド・クリックスタイン／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 760.7 ｸｾ

ティーチング・アーティスト エリック・ブース／著 水曜社 760.7 ﾌﾞﾃ

全ロック史 西崎　憲／著 人文書院 764.7 ﾆｾﾞ

一切なりゆき 樹木　希林／著 文藝春秋 778.2 ｷｷ

いつも心に樹木希林 キネマ旬報社 778.2 ｷｷ

心底惚れた 樹木　希林／著 中央公論新社 778.2 ｷｷ

小津安二郎大全 松浦　莞二／編著 朝日新聞出版 778.2 ﾏｵ

全身芸人 田崎　健太／取材・文 太田出版 779.0 ﾀｾﾞ

落語力 立川　談慶／著 ロングセラーズ 779.1 ﾀﾗ

働き方１．９ ヒロシ／著 講談社 779.1 ﾋﾛ

教養としての平成お笑い史 ラリー遠田／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 779.1 ﾗｷ

強い体の基礎を作るスポーツキッズの毎日のごはん 古池　久美子／著 誠文堂新光社 780.1 ｺﾂ

これで差がつく！勝つ！ソフトボール上達のポイント５０ 小川　幸三／監修 メイツ出版 783.7 ｺ

基本から応用までアーチェリー上達のポイント５０ 山本　博／監修 メイツ出版 789.5 ｷ

お気に入りの花で作る小さなフラワーアレンジＢＯＯＫ マミ山本／監修 成美堂出版 793 ｵ

東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状　ＥＳＳＥ版 東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ／著 扶桑社 798.3 ﾄ

言語 旅の指さし会話帳ｍｉｎｉ　英語 情報センター出版局／編 情報センター出版局 801.7 ﾀ

１日１回「あいうえお」ボケないための滑舌トレーニング 赤間　裕子／著 世界文化社 809.2 ｱｲ

美しい日本語選び辞典 学研プラス 813.4 ｳ

現代語古語類語辞典 芹生　公男／編 三省堂 R 813.6 ｾｹﾞ

平成新語　出どこはどこ？ 中村　三郎／著 柏書房 814.7 ﾅﾍ

注釈公用文用字用語辞典 川崎　政司／編 新日本法規出版 R 816.4 ﾁ

プログレッシブ中国語辞典 武信　彰／編者代表 小学館 R 823.3 ﾌﾟ

ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 油谷　幸利／編 小学館 R 829.1 ﾎﾟ

中学３年分の英語が面白いほどわかる６５のルール 齋藤　泰弘／著 明日香出版社 835 ｻﾁ

英語 ＪＴＢパブリッシング 837.8

ポケットプログレッシブ伊和・和伊辞典 郡　史郎／編 小学館 R 873.3 ﾎﾟ

プログレッシブロシア語辞典 中澤　英彦／編集主幹 小学館 R 883.3 ﾌﾟ

文学 すごい言い訳！ 中川　越／著 新潮社 910.2 ﾅｽ

もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた 角田　光代／著 河出書房新社 910.2 ﾓ

詩人の声をきいた木 谷川　俊太郎／詩 求龍堂 911.5 ﾀｼ

ゆうゆうヨシ子さん 嵐山　光三郎／著 中央公論新社 914.6 ｱﾗ

旅立つあなたへ 五木　寛之／著 毎日新聞出版 914.6 ｲﾂ

人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤　愛子／著 ＰＨＰ研究所 914.6 ｻﾄ

自分流のすすめ 曽野　綾子／著 中央公論新社 914.6 ｿﾉ

忘れるが勝ち！ 外山　滋比古／著 春陽堂書店 914.6 ﾄﾔ

マリコを止めるな！ 林　真理子／著 文藝春秋 914.6 ﾊﾔ

いつも歌があった 南　こうせつ／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 914.6 ﾐﾅ

なにものにもこだわらない 森　博嗣／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 914.6 ﾓﾘ

思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ／著 新潮社 914.6 ﾖｼ

はればれ、お寿司 嵐山　光三郎／〔ほか〕著 河出書房新社 914.6



文学 無目的な思索の応答 又吉　直樹／著 朝日出版社 915.6 ﾏﾀ

人は他人（ひと） さわぐち　けいすけ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 916 ｻﾜ

郷土資料 写真アルバム　福知山・綾部の昭和 樹林舎 A 216.2 ｼ

きものＳａｌｏｎ　’１９春夏号 世界文化社 A 593.8 ｷ

児童書（読物） ルルとララのおまじないクッキー あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店 F ｱﾝ

天使のにもつ いとう　みく／著 童心社 F ｲﾄ

暗闇の妖怪デザイナー 斉藤　洋／作 あかね書房 F ｻｲ

つくられた心 佐藤　まどか／作 ポプラ社 F ｻﾄ

悪ガキ７　〔７〕 宗田　理／著 静山社 F ｿｳ 7

ちゃめひめさまとおしろのおばけ たかどの　ほうこ／作 あかね書房 F ﾀｶ

夕焼け色のわすれもの たかの　けんいち／作 講談社 F ﾀｶ

妖怪一家のウェディング大作戦 富安　陽子／作 理論社 F ﾄﾐ

都会（まち）のトム＆ソーヤ　１６ はやみね　かおる／〔著〕 講談社 F ﾊﾔ 16

十年屋　２ 廣嶋　玲子／作 静山社 F ﾋﾛ 2

へんなともだちマンホーくん 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

わたしの空と五・七・五 森埜　こみち／作 講談社 F ﾓﾘ

長浜高校水族館部！ 令丈　ヒロ子／文 講談社 F ﾚｲ

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　厠 谷崎　潤一郎／ほか〔著〕 汐文社 F

サムとぶらぶら アリソン・アトリー／作 福音館書店 933 ｱﾄ

３９階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス／作 ポプラ社 933 ｸﾞﾘ

１３階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス／作 ポプラ社 933 ｸﾞﾘ

２６階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス／作 ポプラ社 933 ｸﾞﾘ

ガムじいさん、ゴブリンの王さまになる！？ アンディ・スタントン／作 小峰書店 933 ｽﾀ

モノ・ジョーンズとからくり本屋 シルヴィア・ビショップ／作 フレーベル館 933 ﾋﾞｼ

ノーチラス号の冒険　１２ ヴォルフガンク・ホールバイン／著 創元社 943 ﾎﾙ 12

京都の伝説 京都の伝説研究会／編 日本標準 昔話

ヤング・シャーロック・ホームズ　ｖｏｌ．４・５ アンドリュー・レーン／著 静山社 ｽｲﾘ 4・5

からくり探偵団 藤江　じゅん／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ

児童書（知識） 日本を変えた世界の歴史　中世～近代 藤子・Ｆ・不二雄／キャラクター原作 小学館 210

日本史探偵コナン外伝（アナザー）　刀剣編 青山　剛昌／原作 小学館 210

日本史探偵コナン外伝（アナザー）　忍者編 青山　剛昌／原作 小学館 210

びっくり！？日本史の大事件 チーム・ガリレオ／著 朝日新聞出版 210

調べる学習子ども年鑑　２０１９ 朝日小学生新聞／監修 岩崎書店 304 19

小中学生のための障害用語集 柘植　雅義／編著 金剛出版 369

５分間のサバイバル　６年生 韓　賢東／マンガ 朝日新聞出版 404 6

なぜなぜ？かいけつルーペくん うえたに夫婦／著 パイインターナショナル 404

恐竜キングダム　８・９ エアーチーム／まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ 457 8・9

バトル・ブレイブスＶＳ．最恐ティラノサウルス 平山　廉／監修 朝日新聞出版 457

バトル・ブレイブスＶＳ．巨大カブトムシ 小野　展嗣／監修 朝日新聞出版 486

戦う空中生物大百科 柴田　佳秀／著 西東社 488

バトル・ブレイブスＶＳ．百獣の王ライオン 今泉　忠明／監修 朝日新聞出版 489.5

寄生虫のサバイバル　１・２ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 491 1・2

森里川海大好き！ 『森里川海大好き！』編集委員会／編著 環境省「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトチーム 519 ﾓ



児童書（知識） フォークリフトのひみつ おがた　たかはる／まんが 学研プラスコンテンツプロデュース部学びソリューション事業室 536 ﾌ

モーターのひみつ おぎの　ひとし／まんが 学研プラス 542 ﾓ

イチからつくる鉄 永田　和宏／編 農山漁村文化協会 564

ガムのひみつ マンガデザイナーズラボ／まんが 学研プラス 588 ｶﾞ

ふりかけのひみつ 山口　育孝／まんが 学研プラス 588 ﾌ

家をせおって歩く 村上　慧／作 福音館書店 702.1 ﾑｲ

風船で宇宙を見たい！ 岩谷　圭介／著 くもん出版 746.5 ｲﾌ

人見絹枝 大野　益弘／文 小峰書店 782.3 ｵﾋ

新しいジュニアサッカー入門 幸野　健一／監修 池田書店 783.4 ｱ

新しいジュニア野球入門 川村　卓／監修 池田書店 783.7 ｱ

齋藤孝の覚えておきたい日本語のうんちく 齋藤　孝／著 金の星社 810

慣用句キャラクター図鑑 深谷　圭助／監修 日本図書センター 814

こども四字熟語 齋藤　孝／著 草思社 814

たいようのおなら 灰谷　健次郎／編 のら書店 911

絵本 いかだにのって とよた　かずひこ／作・絵 アリス館 E ｱﾘ

いき 中川　ひろたか／作 アリス館 E ｱﾘ

さんりんしゃにのって とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

バルボンさんのおうち とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

バルボンさんのおさんぽ とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

ぱんだんす やまぐち　りりこ／ぶん アリス館 E ｱﾘ

いまのわたしにできること リサ・パップ／作 ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

こんとん 夢枕　獏／文 偕成社 E ｶｲ

ひらいてびっくり！のりもののりもの 中垣　ゆたか／〔作〕 偕成社 E ｶｲ

てんしき 川端　誠／作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾄﾞ

ぬにゅ～ぽんぽん ちかつ　たけお／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾄﾞ

かくれんぼだいすき あらかわ　しずえ／絵 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

ぴよちゃんのおかあさんどこ？ いりやま　さとし／さく・え 学研 E ｶﾞﾂ

まいにちがプレゼント いもと　ようこ／作絵 金の星社 E ｷﾝ

もくもくをつかまえた ミカエル・エスコフィエ／文 クレヨンハウス E ｸﾚ

おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田　よしたか／著 佼成出版社 E ｺｳ

タイヤさん 長田　真作／著 高陵社書店 E ｺｳ

パンダかぞえたいそう いりやま　さとし／作 講談社 E ｺｳ

もったいないばあさんかわをゆく 真珠　まりこ／作・絵 講談社 E ｺｳ

どこどここけし 山田　マチ／作 こぐま社 E ｺｸﾞ

どうぶつ商店街 岡田　まゆみ／さくえ 三恵社 E ｻﾝ

かたかたぴょんぴょん とよた　かずひこ／作・絵 主婦の友社 E ｼｭ

そらまめくんとおまめのなかま なかや　みわ／さく 小学館 E ｼﾖ

ポケモンをさがせ！サン＆ムーン 吉野　恵美子／絵 小学館 E ｼﾖ

まーだだよ 間部　香代／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

まめまきバス 藤本　ともひこ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

きんぎょさんとめだかさん とよた　かずひこ／作 世界文化社 E ｾｶ

この世界の片隅に こうの　史代／原作 徳間書店 E ﾄｸ

フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう　こわいものにであったらのまき いとう　ひろし／作 徳間書店 E ﾄｸ



絵本 いすちゃんです。 とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

いちごさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

おんなじおんなじももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

おんぶおんぶのももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

かくれんぼももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

かさちゃんです。 とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

こちょこちょももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

すいかくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

すりすりももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

たまごさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

とうもろこしくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

とまとさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

どんどこももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

なっとうさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ぱたぱたももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ブップーバス とよた　かずひこ／著 アリス館 E ﾄﾞｳ

めろんさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ももんちゃんあーん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ももんちゃんえーんえーん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ももんちゃんし～ とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ももんちゃんのっしのっし とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ももんちゃんぴょ～ん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ももんちゃんぽっぽー とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ゆーらりももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

リュックちゃんです。 とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

りんごくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ＡＢＣパーティ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／著 白泉社 E ﾊｸ

おさかなかんこう　あさくさかな 加藤　休ミ 白泉社 E ﾊｸ

たべものやさんしりとりたいかいかいさいします シゲタ　サヤカ／著 白泉社 E ﾊｸ

みんなでにっこり！あさごはん やなせスタジオ 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会 E ﾊﾔ

どうなってるの？どうぶつの歯 鈴木　勝／さく はる書房 E ﾊﾙ

フランクリンとルナ、月へいく ジェン・キャンベル／ぶん ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ジャックとまめのき 早野　美智代／文 フレーベル館 E ﾌﾚ

へいわとせんそう たにかわ　しゅんたろう／ぶん ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

ねんねしてるのだーれ？ おおで　ゆかこ 株式会社ベネッセコーポレーション E ﾍﾞﾈ

カーたろうとこけしっぺ 山田　美津子／作・絵 理論社 E ﾘﾛ

紙芝居 おすわりやす　いすどっせ！ 長野　ヒデ子／脚本・絵 童心社 K

おはよう！おはよう！ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

すっすっはっはっしんこきゅう 長野　麻子／脚本 童心社 K

どれにしようかな よこみち　けいこ／脚本 童心社 K

ぶーぶーぶー すとう　あさえ／脚本 童心社 K




