
日本の小説 君たちは今が世界（すべて） 朝比奈　あすか／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｻ

ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤／著 ダイヤモンド社 F ｲｹ

家康謀殺 伊東　潤／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾄ

コイコワレ 乾　ルカ／著 中央公論新社 F ｲﾇ

むらさきのスカートの女 今村　夏子／著 朝日新聞出版 F ｲﾏ

アロワナを愛した容疑者 大倉　崇裕／著 講談社 F ｵｵ

いちごの唄 岡田　惠和／著 朝日新聞出版 F ｵｶ

あとは切手を、一枚貼るだけ 小川　洋子／著 中央公論新社 F ｵｶﾞ

とむらい屋颯太 梶　よう子／著 徳間書店 F ｶｼﾞ

いつかの岸辺に跳ねていく 加納　朋子／著 幻冬舎 F ｶﾉ

ガラスの城壁 神永　学／著 文藝春秋 F ｶﾐ

化物蝋燭 木内　昇／著 朝日新聞出版 F ｷｳ

いるいないみらい 窪　美澄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸﾎﾞ

炎天夢 今野　敏／〔著〕 角川春樹事務所 F ｺﾝ

亥子ころころ 西條　奈加／著 講談社 F ｻｲ

緋の河 桜木　紫乃／著 新潮社 F ｻｸ

Ｋ２ 笹本　稜平／著 祥伝社 F ｻｻ

月人壮士（おとこ） 澤田　瞳子／著 中央公論新社 F ｻﾜ

旧友再会 重松　清／著 講談社 F ｼｹﾞ

待ち遠しい 柴崎　友香／著 毎日新聞出版 F ｼﾊﾞ

カリスマｖｓ．溝鼠 新堂　冬樹／著 徳間書店 F ｼﾝ

ものかげの雨 高倉　やえ KADOKAWA F ﾀｶ

119 長岡　弘樹／著 文藝春秋 F ﾅｶﾞ

サリエルの命題 楡　周平／著 講談社 F ﾆﾚ

希望の糸 東野　圭吾／著 講談社 F ﾋｶﾞ

ハッピーアワーは終わらない 東川　篤哉／著 新潮社 F ﾋｶﾞ

キャバレー ビートたけし／著 文藝春秋 F ﾋﾞﾄ

百の夜は跳ねて 古市　憲寿／著 新潮社 F ﾌﾙ

愛が嫌い 町屋　良平／著 文藝春秋 F ﾏﾁ

出身成分 松岡　圭祐／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏﾂ

いかれころ 三国　美千子／著 新潮社 F ﾐｸ

白魔の塔 三津田　信三／著 文藝春秋 F ﾐﾂ

カザアナ 森　絵都／著 朝日新聞出版 F ﾓﾘ

黄色い実 吉永　南央／著 文藝春秋 F ﾖｼ

恋するエクソシスト　６ 梨沙／著 イースト・プレス F ﾘｻ 6

生のみ生のままで　上・下 綿矢　りさ／著 集英社 F ﾜﾀ 1・2

外国の小説 三国志演義事典 渡邉　義浩／著 大修館書店 R 923.5 ﾗ

ブレス ティム・ウィントン／著 現代企画室 933.7 ｳｲ

七つの殺人に関する簡潔な記録 マーロン・ジェイムズ／著 早川書房 933.7 ｼﾞｴ

ある作家の夕刻 スコット・フィッツジェラルド／著 中央公論新社 933.7 ﾌｲ

私たち異者は スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933.7 ﾐﾙ

刑罰 フェルディナント・フォン・シーラッハ／著 東京創元社 943.7 ｼﾗ

パリ警視庁迷宮捜査班 ソフィー・エナフ／著 早川書房 953.7 ｴﾅ



文庫 これは経費で落ちません！　１～５ 青木　祐子／著 集英社 B F ｱｵ 1～5

天使が見たもの 阿部　昭／著 中央公論新社 B F ｱﾍﾞ

夏の戻り船 今村　翔吾／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

舌戦 上田　秀人／〔著〕 講談社 B F ｳｴ

日の昇る国へ 佐伯　泰英／著 新潮社 B F ｻｴ

夢探偵フロイト　１・２ 内藤　了／著 小学館 B F ﾅｲ 1・2

ある町の高い煙突 新田　次郎／著 文藝春秋 B F ﾆﾂ

本所おけら長屋　１２ 畠山　健二／著 ＰＨＰ研究所 B F ﾊﾀ 12

ダイナー 平山　夢明／〔著〕 ポプラ社 B F ﾋﾗ

高校事変 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ

一華後宮料理帖　第９品 三川　みり／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 9

ピアッシング 村上　竜／〔著〕 幻冬舎 B F ﾑﾗ

ＩＫＥＡのタンスに閉じこめられたサドゥーの奇想天外な旅 ロマン・プエルトラス／著 小学館 B 953.7 ﾌﾟｴ

総記 ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ スコット・ギャロウェイ／著 東洋経済新報社 007.3 ｷﾞｻﾞ

未来の図書館、はじめます 岡本　真／著 青弓社 011.3 ｵﾐ

図書館のための簡単な本の修理 高岡　容子／原案・監修 少年写真新聞社 014.6 ﾄ

なぜ本を踏んではいけないのか 齋藤　孝／著 草思社 019 ｻﾅ

子どもの本のもつ力 清水　真砂子／著 大月書店 019.5 ｼｺ

新聞記者 望月　衣塑子／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 070.1 ﾓｼ

１０代からの哲学図鑑 マーカス・ウィークス／著 三省堂 100 ｳｼﾞ

哲学 女の機嫌の直し方 黒川　伊保子／著 集英社インターナショナル 143.1 ｸｵ

ゼロポイントマジック 橋本　陽輔／著 ヴォイス出版事業部 147 ﾊｾﾞ

のべ１万５９１４例を収録!!　男の子・女の子名前辞典 ベネッセコーポレーション 148.3 ﾉ

シンクロちゃん 佐藤　由美子／著 フォレスト出版 159 ｻｼ

７０歳のたしなみ 坂東　眞理子／著 小学館 159.7 ﾊﾞﾅ

大金言 山田　愛剣／著 バベル社 159.8 ﾔﾀﾞ

歎異抄をひらく 高森　顕徹／著 １万年堂出版 188.7 ﾀﾀ

歴史 彩色写真で見る世界の歴史 ダン・ジョーンズ／著 原書房 209.6 ｼﾞｻ

考古学から学ぶ古墳入門 松木　武彦／編著 講談社 210.3 ﾏｺ

八九六四 安田　峰俊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 222.0 ﾔﾊ

わが親愛なるパレスチナ隣人へ ヨッシー・クライン・ハレヴィ／著 ミルトス 227.9 ｸﾜ

地球の歩き方　Ａ１４　ドイツ 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 1-14

地球の歩き方　Ａ１８　スイス 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 1-18

地球の歩き方　Ａ２６　チェコ　ポーランド　スロヴァキア 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 1-26

地球の歩き方　Ａ２９　北欧 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 1-29

地球の歩き方　Ａ３０　バルトの国々 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 1-30

地球の歩き方　Ａ０７　パリ＆近郊の町 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 1-7

地球の歩き方　Ｂ０３　ロスアンゼルス 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 2-3

地球の歩き方　Ｂ０６　マンハッタン＆ブルックリン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 2-6

地球の歩き方　Ｃ０１　ハワイ１　オアフ島＆ホノルル 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 3-1

地球の歩き方　Ｃ１３　シドニー＆メルボルン 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 3-13

会津・磐梯　喜多方・大内宿　〔２０１９〕 昭文社 291.2 ｱ 19

仙台ベストスポット　〔２０１９〕 昭文社 291.2 ｾ 19

栃木　’２０ 昭文社 291.3 ﾄ 20

伊豆・箱根　’２０ 昭文社 291.5 ｲ 20

るるぶ名古屋　’２０ ＪＴＢパブリッシング 291.5 ﾙ 20

京都 実業之日本社 291.6 ｷ

日帰り温泉＆スーパー銭湯　〔２０１８〕 ぴあ株式会社関西支社 291.6 ﾋ 18

高知　〔２０１９〕 昭文社 291.8 ｺ 19



歴史 沖縄・那覇 実業之日本社 291.9 ｵ

香港　〔２０１９〕 ＪＴＢパブリッシング 292.2 ﾎ 19

クアラルンプール　マレーシア　〔２０１９〕 ＪＴＢパブリッシング 292.3 ｸ 19

ホーチミン　〔２０１９〕 ＪＴＢパブリッシング 292.3 ﾎ 19

デリー・アグラ・ジャイプル　インド　〔２０１９〕 ＪＴＢパブリッシング 292.5 ﾃﾞ 19

スイス　〔２０１９〕 ＪＴＢパブリッシング 293.4 ｽ 19

カナダ ＪＴＢパブリッシング 295.1 ｶ

ホノルル　〔２０１９〕 ＪＴＢパブリッシング 297.6 ﾎ 19

社会科学 「安倍晋三」大研究 望月衣塑子＆特別取材班／著 ベストセラーズ 312.1 ﾓｱ

韓国「反日フェイク」の病理学 崔　碩栄／著 小学館 319.2 ﾁｶ

「米中冷戦」で日本は漁夫の利を得る ケント・ギルバート／著 宝島社 319.5 ｷﾞﾍﾞ

ティール組織 フレデリック・ラルー／著 英治出版 336.3 ﾗﾃ

「節税・無借金」経営は今すぐやめなさい 久保　龍太郎／著 幻冬舎メディアコンサルティング 336.8 ｸｾ

日本一やさしい税法と税金の教科書 西中間　浩／著 日本実業出版社 345 ﾆﾆ

すごい準備 栗原　甚／著 アスコム 361.4 ｸｽ

東京貧困女子。 中村　淳彦／著 東洋経済新報社 367.2 ﾅﾄ

定年夫婦のトリセツ 黒川　伊保子／著 ＳＢクリエイティブ 367.3 ｸﾃ

気づけない毒親 高橋　リエ／著 毎日新聞出版 367.3 ﾀｷ

セルフネグレクトと父親 石川　瞭子／編著 青弓社 367.6 ｲｾ

僕とぼく 川名　壮志／著 新潮社 368.7 ｶﾎﾞ

安全な介護に役立つよくわかる拘縮ケア 佐々木　静枝／監修 池田書店 369.2 ｱ

被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア４０ アベ　ナオミ／著 学研プラス 369.3 ｱﾋ

“今”からできる！日常防災 永田　宏和／監修 池田書店 369.3 ｲ

ドキュメント豪雨災害 谷山　宏典／著 山と溪谷社 369.3 ﾀﾄﾞ

生きづらさを抱えるきみへ ｗｉｔｈｎｅｗｓ編集部／著 ベストセラーズ 371.4 ｲ

５分間で読める・話せるこわ～い話ＫＩＮＧ 山口　理／著 いかだ社 374.1 ﾔｺﾞ

未来の科学者との対話　１７ 神奈川大学広報委員会全国高校生理科・科学論文大賞専門委員会／編 日刊工業新聞社 375.4 ﾐ

勉強大全 伊沢　拓司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 376.8 ｲﾍﾞ

障がいのある子を育てるのが楽になる本 川岸　恵子／著 現代書林 378.8 ｶｼ

子どもの能力は９歳までに決まる 大久保　博之／著 サンマーク出版 379.9 ｵｺ

子育てしない子育て 小林　正観／共著 大和書房 379.9 ｺｺ

できないもん勝ちの法則 ひすい　こたろう／著 扶桑社 379.9 ﾋﾃﾞ

戦争と敗北 纐纈　厚／著 新日本出版社 392.1 ｺｾ

自然科学 この数学，いったいいつ使うことになるの？ Ｈａｌ　Ｓａｕｎｄｅｒｓ／著 共立出版 410 ｻｺ

量子論のすべて ニュートンプレス 421.3 ﾘ

解析力学・量子論 須藤　靖／著 東京大学出版会 423.3 ｽｶ

宇宙大図鑑２００ ニュートンプレス 440 ｳ

眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤　勝彦／著 宝島社 440.2 ｻﾈ

キレる！ 中野　信子／著 小学館 491.3 ﾅｷ

選べなかった命 河合　香織／著 文藝春秋 495.6 ｶｴ

１日３分見るだけでぐんぐん目がよくなる！ガボール・アイ 平松　類／著 ＳＢクリエイティブ 496.4 ﾋｲ

サバ缶・納豆・みそ汁健康レシピ６１　保存版 小林　弘幸 扶桑社 498.5 ｻ

長友佑都のファットアダプト食事法 長友　佑都／著 幻冬舎 498.5 ﾅﾅ

技術 資産家女子高生育成プロジェクト 久保　龍太郎／著 幻冬舎メディアコンサルティング 543.8 ｸｼ

炭素繊維の特徴と用途 平松　徹／編著 京都：衣笠繊維研究所 578.6 ﾀ

ちゃんえな。 中野　恵那／著 角川春樹事務所 589.2 ﾅﾁ

６０歳からのおしゃれのコツ 中山　庸子／著 海竜社 589.2 ﾅﾛ

使い果たす習慣 森　秋子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 590.4 ﾓﾂ

はじめてでもかんたん！おしゃれ！ＤＩＹ家具＆リフォーム ケイ・ライターズクラブ／編 西東社 592.7 ﾊ



技術 はじめてでもきちんと作れるゆかた、甚平、作務衣 日本ヴォーグ社 593.1 ﾊ

斉藤謠子のいつも心地のよい服とバッグ 斉藤　謠子／著 ＮＨＫ出版 593.3 ｻｻ

野口光の、ダーニングでリペアメイク 野口　光／著 日本ヴォーグ社 593.3 ﾉﾉ

もう迷わない！接着芯の選び方・貼り方ＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社 593.3 ﾓ
おとなかわいいコットンパールとタッセルでつくるハンドメイドアクセサリー Ａｉｋａ／著 ソーテック社 594 ｱｵ

Ｃｒｅｅｍａの人気作家が作る大人のアクセサリー マイナビ出版／編著 マイナビ出版 594 ｸ

古布を楽しむ手作り帖　其の４ 学研プラス 594 ｺ 4

和布で作りたい季節の飾り物＆こもの ブティック社 594 ﾜ

刺しゅう糸で編む小さなあみぐるみ６８＋２０ アップルミンツ 594.3 ｼ

帰りが遅くてもかんたん仕込みですぐごはん 上田　淳子／著 世界文化社 596 ｳｶ
syunkonカフェ山本ゆりさん＆リュウジさんのツイッターでバズったレンチンレシピぜんぶ見せます！ 山本　ゆり,リュウジ 扶桑社 596 ｼ

オズボーンさん家（ち）のベジタブル食堂 オズボーン未奈子／著 マイナビ 596.3 ｵｵ

Ｎｅｏ　Ｖｅｇｅｔａｒｉａｎ　Ｃｏｏｋｉｎｇ ｅｒｉｃｏ／著 大阪：ゆめディア 596.3 ﾈ

今日も嫌がらせ弁当 ｔｔｋｋ／著 三才ブックス 596.4 ﾃｷ

六甲かもめ食堂の野菜が美味しいお弁当 船橋　律子／著 誠文堂新光社 596.4 ﾌﾛ

無添加焼菓子「レリーサ」の体にやさしいクッキーとケーク 田村　智子／著 世界文化社 596.6 ﾀﾑ

すみごこち　Vol．１０ 株式会社第一プログレス 株式会社ＦＰコーポレーション 597.0 ｽ

あんしん、やさしい最新離乳食オールガイド 堤　ちはる／監修 新星出版社 599.3 ｱ

産業 土　地球最後のナゾ 藤井　一至／著 光文社 613.5 ﾌﾂ

里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理 西東社編集部／編 西東社 625 ｻ

アジサイ 川原田　邦彦／著 ＮＨＫ出版 627.7 ｶｱ

タイ東北部の絹・染織・織機 行松　啓子／著 京都：衣笠繊維研究所 632.2 ﾕﾀ

愛犬と行くお出かけスポット６００ 交通タイムス社 645.6 ｱ

市場界隈 橋本　倫史／著 本の雑誌社 672.1 ﾊｲ

面白くならない企画はひとつもない 高崎　卓馬／著 宣伝会議 674.6 ﾀｵ

未来のビジネス基礎用語　２０１９－２０２０ 日経トレンディ／編 日経ＢＰ社 675 ﾐ 19

日本が誇るビジネス大賞　２０１９年度版 ミスター・パートナー 675.1 ﾆ

芸術 安野光雅のいかれたカバン 安野　光雅／絵　文 世界文化社 726.6 ｱｱ

ダウン症の書家　金澤翔子の一人暮らし 金澤　泰子／著 鎌倉：かまくら春秋社 728.2 ｶﾅ

世界の人と楽しむ折り紙 山梨　明子／編著 日貿出版社 754.9 ｾ

かんたん楽しい手づくりカードＢＯＯＫ やまもと　えみこ／著 日本ヴォーグ社 754.9 ﾔｶ

平成音楽史 片山　杜秀／著 アルテスパブリッシング 762.0 ｶﾍ

ＹＭＯのＯＮＧＡＫＵ 藤井　丈司／著 アルテスパブリッシング（発売） 764.7 ﾌﾜ

千原英喜歌曲集　１ 千原　英喜／作曲 全音楽譜出版社 M 767.0 ﾁﾁ

原博歌曲集 原　博 全音楽譜出版社 M 767.0 ﾊﾊ

平尾貴四男歌曲集　改訂版 内田　るり子編／平尾　妙子監修 全音楽譜出版社 M 767.0 ﾋ

深井史郎歌曲集 内田るり子 全音楽譜出版社 M 767.0 ﾌ

間宮芳生日本民謡集　改訂版 内田　るり子 全音楽譜出版社 M 767.5 ﾏ

完璧という領域 熊川　哲也／著 講談社 769.9 ｸﾏ

狂言を生きる 野村　万作／著 朝日出版社 773.9 ﾉｷ

いだてん　後編 宮藤　官九郎／作 ＮＨＫ出版 778.8 ｲ 2

山小屋ガールの癒されない日々 吉玉　サキ／著 平凡社 786.1 ﾖﾔ

はじめてのスケートボード Ｈ．Ｌ．Ｎ．Ａ／監修 成美堂出版 786.8 ﾊ

身体（からだ）の聲 光岡　英稔／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 789.0 ﾐｶ

ｅスポーツのすべてがわかる本 黒川　文雄／著 日本実業出版社 798.5 ｸｲ

言語 奇跡の朗読教室 斉藤　ゆき子／著 新泉社 809.4 ｻｷ

文学 乱歩謎解きクロニクル 中　相作／著 言視舎 910.2 ｴﾄﾞ

１分音読「万葉集」 齋藤　孝／著 ダイヤモンド社 911.1 ｻｲ

１７音の青春　２０１９ 神奈川大学広報委員会／編 角川文化振興財団 911.3 ｼﾞ



文学 生きいそぎの俳人住宅顕信 横田　賢一／著 七つ森書館 911.3 ｽﾐ

たとえば一人のランナーが 半田　信和／著 大阪：竹林館 911.5 ﾊﾀ

音のウチ・ソト 池辺　晋一郎／著 新日本出版社 914.6 ｲｵ

旅ドロップ 江國　香織／著 小学館 914.6 ｴｸ

令（うるわ）しく平和に生きるために 中西　進／著 潮出版社 914.6 ﾅｶ

自由思考 中村　文則／著 河出書房新社 914.6 ﾅｶ

じじばばのるつぼ 群　ようこ／著 新潮社 914.6 ﾑﾚ

旅の窓からでっかい空をながめる 椎名　誠／著 新日本出版社 915.6 ｼｲ

用事のない旅 森　まゆみ／著 産業編集センター 915.6 ﾓﾘ

ママは身長１００ｃｍ 伊是名　夏子／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 916 ｲｾﾞ

戦中・戦後の暮しの記録 暮しの手帖社 916 ｾ

おでかけは最高のリハビリ！ たかはた　ゆきこ／〔著〕 雷鳥社 916 ﾀｶ

ありがとう。ママはもう大丈夫だよ 武藤　あずさ／著 ライトワーカー 916 ﾑﾄ

郷土 京都府立大学文学部歴史学科フイールド調査集報　第５号 京都府立大学文学部歴史学科 京都府立大学文学部歴史学科 A 216.2 ｷ

京都の祭り・行事 京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会 京都ふるさと伝統行事普及啓発実行委員会 A 386.1 ｷ

児童書（読物） わたしの苦手なあの子 朝比奈　蓉子／作 ポプラ社 F ｱｻ

しずかな魔女 市川　朔久子／作 岩崎書店 F ｲﾁ

キダマッチ先生！　１ 今井　恭子／文 神戸：ＢＬ出版 F ｲﾏ 1

ぼくは気の小さいサメ次郎といいます 岩佐　めぐみ／作 偕成社 F ｲﾜ

ピアノをきかせて 小俣　麦穂／著 講談社 F ｵﾏ

ぼくんちの海賊トレジャ 柏葉　幸子／作 偕成社 F ｶｼ

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

火星のカレー 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

あやめさんのひみつの野原 島村　木綿子／作 国土社 F ｼﾏ

馬のゴン太の大冒険 島崎　保久／著 小学館 F ｼﾏ

超いきものとひみつの書 土門　トキオ／作 学研プラス F ﾄﾞﾓ

がんばれ給食委員長 中松　まるは／作 あかね書房 F ﾅｶ

ヤマネコとウミネコ 野中　柊／作 理論社 F ﾉﾅ

ルビとしっぽの秘密 野中　柊／作 理論社 F ﾉﾅ

火狩りの王　２ 日向　理恵子／作 ほるぷ出版 F ﾋﾅ 2

鬼遊び　〔２〕 廣嶋　玲子／作 小峰書店 F ﾋﾛ 2

よろしくパンダ広告社 間部　香代／作 学研プラス F ﾏﾍﾞ

ふしぎ町のふしぎレストラン　１ 三田村　信行／作 あかね書房 F ﾐﾀ 1

あららのはたけ 村中　李衣／作 偕成社 F ﾑﾗ

職員室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

むこう岸 安田　夏菜／著 講談社 F ﾔｽ

とねりこ通り三丁目　ねこのこふじさん 山本　和子／作 アリス館 F ﾔﾏ

まほうのゆうびんポスト やまだ　ともこ／作 金の星社 F ﾔﾏ

ラストで君は「まさか！」と言う　予知夢 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 F

ラストで君は「まさか！」と言う　デジャヴ ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 F

ラストで君は「まさか！」と言う　恐怖の手紙 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 F

ラストで君は「まさか！」と言う　恋の手紙 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 F

ラストで君は「まさか！」と言う　たったひとつの嘘 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 F

ラストで君は「まさか！」と言う　時のはざま ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 F

ラストで君は「まさか！」と言う　望みの果て ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 F

４さいの世界と日本の昔ばなし 世界文化社 908

アラジン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 929

ぼくがいちばんききたいことは アヴィ／著 ほるぷ出版 933 ｱﾋﾞ

カーネーション・デイ ジョン・デヴィッド・アンダーソン／著 ほるぷ出版 933 ｱﾝ



児童書（読物） 笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート／著 あすなろ書房 933 ｸﾞﾂ

マドモアゼル・シック ジェニファー・Ｌ．スコット／作 大和書房 933 ｽｺ

シャイローがきた夏 フィリス・レイノルズ・ネイラー／著 あすなろ書房 933 ﾈｲ

ウォーリアーズ　４－５ エリン・ハンター／作 小峰書店 933 ﾊﾝ 4-5

みにくいおひめさま フィリス＝マッギンリー／さく 瑞雲舎 933 ﾏﾂ

みんなの世界 マンロー・リーフ／文・え 岩波書店 933 ﾘﾌ

最後のドラゴン ガレット・ワイヤー／著 あすなろ書房 933 ﾜｲ

口ひげが世界をすくう？！ ザラ・ミヒャエラ・オルロフスキー／作 岩波書店 943 ｵﾙ

ムーミン全集　１～３ トーベ・ヤンソン／著 講談社 949 ﾔﾝ 1～3

よくばり学園 ファブリツィオ・シレイ／著 講談社 973 ｼﾚ

タテルさんゆめのいえをたてる ステファン・テマーソン／ぶん エクスナレッジ 989 ﾃﾒ

児童書（知識） なぜ？どうして？ふしぎ３６６ お茶の水女子大学附属小学校／監修 主婦の友社 031

本当に怖い話ＭＡＸ怨霊跋扈 宮崎　敦司／監修 新星出版社 147

本当に怖い話ＭＡＸ死神降臨 宮崎　敦司／監修 新星出版社 147

おもいやりの絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所／編・著 金の星社 150

超ビジュアル！戦国武将大事典 矢部　健太郎／監修 西東社 210

ドラえもん社会ワールドなぜ？どうして？日本の歴史 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 210

平成の天皇 祓川　学／シナリオ 小学館 288 ｼﾞﾖ

修学旅行・校外学習ワークブック　京都編 京都：ユニプラン 291

今、世界はあぶないのか？　１～４ ハナネ・カイ／絵 評論社 319 1～4

平和のバトン 弓狩　匡純／著 くもん出版 319

お金のことがよくわかる事典 岡本　和久／監修 ＰＨＰ研究所 337

Ｓｔａｒｔ　Ｎｏｗ！ チェルシー・クリントン／著 潮出版社 360

名もなき花たちと 小手鞠　るい／著 原書房 369

びちくでごはん 粕谷　亮美／文 子どもの未来社 369

みんなの防災えほん 山村　武彦／監修 ＰＨＰ研究所 369

部活やめてもいいですか。 梅津　有希子／文 講談社 375

もっと知りたい科学入門 アレックス・フリス／著 東京書籍 400
文部科学大臣賞を受賞した小学１年生のすごい自由研究「セミをさがしたなつやすみ」 吉川　蒼都／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 407

単位キャラクター図鑑 星田　直彦／監修 日本図書センター 420

宇宙 加古　里子／ぶん・え 福音館書店 440

空の探検記 武田　康男／著 岩崎書店 451

花 多田　多恵子／監修・執筆 小学館 470

ざんねんないきもの事典　もっと 今泉　忠明／監修 高橋書店 480

ハエトリグモ 坂本　昇久／写真・文 ポプラ社 485.7

バトル・ブレイブスＶＳ．猛毒ヘビと殺人グモ 小野　展嗣／監修 朝日新聞出版 487.9

クルミの森のニホンリス ゆうき　えつこ／文 小学館 489.4

シャンシャンと上野動物園パンダ物語 高橋　うらら／文 フレーベル館 489.5

他人を支配したがる人たち ジョージ・サイモン／著 草思社 493

かっこいいぞ！ひこうき大集合 イカロス出版 538

よくわかる情報通信 高作　義明／著 ＰＨＰ研究所 547

くまモン 森　真理／まんが 小学館 601

学校でそだててかんさつ夏やさい　１～３ 青山　由紀／監修 あかね書房 626 1～3

やさいのさいばいとかんさつ　１～６ 藤田　智／監修 学研プラス 626 1～6

竜之介先生、走る！ 片野　ゆか／作 ポプラ社 645

しかけがいっぱいの貯金箱工作 寺西　恵里子／〔著〕 ブティック社 750 ﾃｼ

小学生のドッジボール最強トレーニングＢＯＯＫ 関川　卓真／監修 メイツ出版 783.3 ｼ

聖の青春 大崎　善生／作 講談社 796.0 ｵｻ

スイスイ！ラクラク！！読書感想文　小学１・２年生 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 816 1



児童書（知識） スイスイ！ラクラク！！読書感想文　小学３・４年生 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 816 2

スイスイ！ラクラク！！読書感想文　小学５・６年生 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 816 3

絵本 へんしんトイレ あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｱｷ

へんしんバス あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｱｷ

まっくろけまっしろけ マックス・アマート／さく・え 潮出版社 E ｱﾏ

かんけり 石川　えりこ／作 アリス館 E ｲｼ

かさとながぐつ 二宮　由紀子／文 瑞雲舎（発売） E ｲﾁ

ばけばけばけばけばけたくん　おるすばんの巻 岩田　明子／ぶん・え 大日本図書 E ｲﾜ

とりづくし 内田　麟太郎／作 鈴木出版 E ｳﾁ

はらぺこれいぞうこ 桜木　紗綾／ぶん 文芸社 E ｴﾀﾞ

たべてあげる ふくべ　あきひろ／ぶん 教育画劇 E ｵｵ

そうめんソータロー 岡田　よしたか／作・絵 ポプラ社 E ｵｶ

ひだまり 林　木林／文 光村教育図書 E ｵｶ

たぬきのひみつ 加藤　休ミ／作 文溪堂 E ｶﾄ

きゅうきゅうしゃのぴーとくん 正高　もとこ／作 岩崎書店 E ｶﾏ

空の王さま ニコラ・デイビス／文 神戸：ＢＬ出版 E ｶﾘ

ひとくちぱくり 木曽　秀夫／さく・え 文渓堂 E ｷｿ

だっぴ！ 北村　直子／作 こぐま社 E ｷﾀ

ぼく、うそつかない！ よこやま　みちよ／ぶん 集文社 E ｷﾑ

すきっていわなきゃだめ？ 辻村　深月／作 岩崎書店 E ｷﾖ

ムカッやきもちやいた かさい　まり／さく くもん出版 E ｺｲ

アニマルバスとわすれもの こてら　しほ／作・絵 ポプラ社 E ｺﾃ

ばらいろのかさ アメリー・カロ／文 福音館書店 E ｺﾞﾄﾞ

エマおばあちゃん、山をいく ジェニファー・サームズ／作 廣済堂あかつき E ｻﾑ

いっしょにかえろう ハイロ・ブイトラゴ／文 岩崎書店 E ｼﾞﾖ

だいすきライオンさん ジム・ヘルモア／文 フレーベル館 E ｼﾞﾖ

ジュース 三木　卓／作 鈴木出版 E ｽｷﾞ

おつかいありさん 関根　榮一／詞 ひさかたチャイルド E ｽｽﾞ

どっちからよんでも 本村　亜美／文 絵本館 E ﾀｶ

きょうふのしりとり 武田　美穂／作 ほるぷ出版 E ﾀｹ

ひゃっくん 竹中　マユミ／文・絵 偕成社 E ﾀｹ

すきなひと 桜庭　一樹／作 岩崎書店 E ﾀﾞｹ

しろちゃんとはりちゃん　なつのいちにち たしろ　ちさと／作・絵 大阪：ひかりのくに E ﾀｼ

はなびのひ たしろ　ちさと／作・絵 佼成出版社 E ﾀｼ

あついあつい 垂石　眞子／さく 福音館書店 E ﾀﾙ

わたし 谷川　俊太郎／ぶん 福音館書店 E ﾁﾖ

このほんよんでくれ！ ベネディクト・カルボネリ／文 クレヨンハウス E ﾄﾞｳ

ぼくのおおきさ 殿内　真帆／作・絵 フレーベル館 E ﾄﾉ

オニのサラリーマン　じごくの盆やすみ 富安　陽子／文 福音館書店 E ﾄﾐ

タコやん 富安　陽子／ぶん 福音館書店 E ﾄﾐ

宇宙オリンピック 中垣　ゆたか／作 くもん出版 E ﾅｶ

エーくんビーくんのなんでもつくります！ 中垣　ゆたか／〔作〕 偕成社 E ﾅｶ

カムチャッカ号へんてここうかい記 中垣　ゆたか／作・絵 風濤社 E ﾅｶ

さがしてみつけてなんじゃこりゃ！まつり 西山　雅子／文 ひさかたチャイルド E ﾅｶ

ずかん！ときょうりゅう 中垣　ゆたか／作・絵 赤ちゃんとママ社 E ﾅｶ

そらまめくんこんにちは なかや　みわ／さく 小学館 E ﾅｶ

タロとチーコのひみつのだいぼうけん 中垣　ゆたか／作 小学館 E ﾅｶ

にんじゃなんにんじゃ 中垣　ゆたか／作・絵 赤ちゃんとママ社 E ﾅｶ

ＵＦＯのつくりかた 中垣　ゆたか／〔作〕 偕成社 E ﾅｶ



絵本 いちはちじゅうのもぉくもく 桂　文我／ぶん 神戸：ＢＬ出版 E ﾅｶﾞ

みえた！ジャングルのおく キャロン・ブラウン／作 くもん出版 E ﾅｽ

夜のあいだに テリー・ファン／作 武蔵野：ゴブリン書房 E ﾌｱ

つるつるプール えぐち　よしこ／作 ＰＨＰ研究所 E ﾌﾘ

わたしたちだけのときは デイヴィッド・アレキサンダー・ロバートソン／文 岩波書店 E ﾌﾚ

おともだちたべちゃった ハイディ・マッキノン／さく 潮出版社 E ﾏﾂ

そうだソーダ 丸山　誠司／作 くもん出版 E ﾏﾙ

はなくそゆうかいじけん マルジック＆モリソー／さく・え 汐文社 E ﾏﾙ

アイアイ 相田　裕美／詞 ひさかたチャイルド E ﾑﾗ

ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ　正一／文 くもん出版 E ﾑﾗ

ショッキングピンク・ショック！ キョウ・マクレア／文 フレーベル館 E ﾓｽ

カルガモゆうらんせん もとやす　けいじ／著 佼成出版社 E ﾓﾄ

これマンホール？ 山崎　たかし／さくえ 名古屋：三恵社 E ﾔﾏ

ころべばいいのに ヨシタケ　シンスケ／作 ブロンズ新社 E ﾖｼ

タタタタ りとう　ようい／作・絵 鈴木出版 E ﾘﾄ

カタカタカタ リン　シャオペイ／さく ほるぷ出版 E ﾘﾝ

本の声を聞きました ささき　みお／絵 少年写真新聞社 E 017

とけいのほん　２ まつい　のりこ／さく 福音館書店 E 449

１３８００００００００ねんきみのたび 坂井　治／さく・え 光文社 E 450

恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス 黒川　みつひろ／作・絵 小峰書店 E 457

動物たちは、冒険家！ キム・トマス／文 河出書房新社 E 481

とけいのほん　１ まつい　のりこ／さく 福音館書店 E 499

ねこのずかん 大森　裕子／作 白泉社 E 645

きりみ 長嶋　祐成／え・ぶん 河出書房新社 E 664

紙芝居 きいろいぼうしとやさしいバス 中垣　ゆたか／作　絵 教育画劇 K

のみのかわでつくった王さまのながぐつ 高橋　五山／脚本 童心社 K

児童書（読物） あなたを好きになった瞬間（とき） たちまちクライマックス委員会／編 東京：ポプラ社 F 1

キミに会えてよかった たちまちクライマックス委員会／編 東京：ポプラ社 F 2

ほんとはずっと好きだった たちまちクライマックス委員会／編 東京：ポプラ社 F 3

犯人はキミだ！ たちまちクライマックス委員会／編 東京：ポプラ社 F 4

ボクは絶対ひっかからない！ たちまちクライマックス委員会／編 東京：ポプラ社 F 5

児童書（知識） プログラミング教室 たにぐち　まこと／監修 東京：ポプラ社 007

ＹｏｕＴｕｂｅｒ教室 ＦＵＬＭＡ株式会社／監修 東京：ポプラ社 007

ふたご魔女の心理テスト 章月　綾乃／作 東京：ポプラ社 140

個性ハッケン！　１～５ 田沼　茂紀／監修 東京：ポプラ社 141 1～5

ふたご魔女の誕生日うらない 絹華／作 東京：ポプラ社 148

ふたご魔女の名前うらない３５００ なまため　ひろみ／作 東京：ポプラ社 148

写真とデータでわかる平成時代　１～６ 時事通信社／編 東京：ポプラ社 210 1～6

歴史なるほど新聞　１～１０ 千葉　昇／監修・指導 東京：ポプラ社 210 1～10

伊能忠敬 キヤマ　ミチアキ／漫画 東京：ポプラ社 289 イノ

エジソン 吉田　健二／漫画 東京：ポプラ社 289 エン

ガリレオ 能田　達規／漫画 東京：ポプラ社 289 ガリ

ガンジー たかはし　まもる／漫画 東京：ポプラ社 289 ガン

日東精工株式会社様から寄贈して頂いた本のリスト



児童書（知識） 北里柴三郎 竹林　月／漫画 東京：ポプラ社 289 キタ

キュリー夫人 小林　可多入／漫画 東京：ポプラ社 289 キユ

ヘレン・ケラー 山田　せいこ／漫画 東京：ポプラ社 289 ケラ

コロンブス 摩耶　美紗樹／漫画 東京：ポプラ社 289 コロ

ココ・シャネル 久松　ゆのみ／漫画 東京：ポプラ社 289 シヤ

ジャンヌ・ダルク 虎影　誠／漫画 東京：ポプラ社 289 ジヤ

マザー・テレサ 谷沢　直／漫画 東京：ポプラ社 289 テレ

ナイチンゲール 坂本　コウ／漫画 東京：ポプラ社 289 ナイ

野口英世 中　祥人／漫画 東京：ポプラ社 289 ノグ

樋口一葉 山田　せいこ／漫画 東京：ポプラ社 289 ヒグ

ファーブル 坂本　コウ／漫画 東京：ポプラ社 289 フア

福沢諭吉 吉田　健二／漫画 東京：ポプラ社 289 フク

アンネ・フランク 若宮　あずさ／漫画 東京：ポプラ社 289 フラ

ベートーベン 迎　夏生／漫画 東京：ポプラ社 289 ベト

松尾芭蕉 瑞樹　奈穂／漫画 東京：ポプラ社 289 マツ

宮沢賢治 小林　可多入／漫画 東京：ポプラ社 289 ミヤ

職場体験完全ガイド　６１～６５ 東京：ポプラ社 366 61～65

手話教室 早瀬　憲太郎／監修 東京：ポプラ社 378

再発見！くらしのなかの伝統文化　１～７ 市川　寛明／監修 東京：ポプラ社 382 1～7

のぞいてびっくり！顕微鏡　身近な生きもの 忍足　和彦／著 東京：ポプラ社 460

のぞいてびっくり！顕微鏡　水のなかの小さな生きもの 忍足　和彦／著 東京：ポプラ社 460

のぞいてびっくり！顕微鏡　身のまわりのもの 忍足　和彦／著 東京：ポプラ社 460

コツがまるわかり！生き物の飼いかた　１～８ 東京：ポプラ社 480.7 1～8

さがそう！生きものかくれんぼ　１～５ 今泉　忠明／監修 東京：ポプラ社 481.7

昆虫教室 海野　和男／監修 東京：ポプラ社 486

うごく！あそべる！超かんたん工作　１～６ ヒダ　オサム／著 東京：ポプラ社 750 ﾋｳ 1～6

サッカー教室 名波　浩／監修 東京：ポプラ社 783.4 ｻ

サッカー教室　テクニック編 名波　浩／監修 東京：ポプラ社 783.4 ｻ

野球教室 前田　智徳／監修 東京：ポプラ社 783.7 ﾔ

野球教室　打撃・走塁編 前田　智徳／監修 東京：ポプラ社 783.7 ﾔ

将棋教室 橋本　崇載／監修 東京：ポプラ社 796 ｼ

競技かるたで勝つ！百人一首教室 坪田　翼／監修 東京：ポプラ社 798 ｷ

ストリートダンス教室 ＥＸＩＬＥ　〓ＳＡ／監修 東京：ポプラ社 799 ｽ

あやべ市民新聞に 

としょかんだより掲載中 


