
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 明日死んだ男 赤川　次郎／著 集英社 F ｱｶ

妙麟 赤神　諒／著 光文社 F ｱｶ

烈風ただなか あさの　あつこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｻ

愛を知らない 一木　けい／著 ポプラ社 F ｲﾁ

ツキノネ 乾　緑郎／著 祥伝社 F ｲﾇ

剣樹抄 冲方　丁／著 文藝春秋 F ｳﾌﾞ

川っぺりムコリッタ 荻上　直子／著 講談社 F ｵｷﾞ

営繕かるかや怪異譚　その２ 小野　不由美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾉ 2

氷獄 海堂　尊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｲ

リンゴの木の神さま 笠原　正雄／著 ＰＨＰ研究所 F ｶｻ

スワロウテイルの消失点 川瀬　七緒／著 講談社 F ｶﾜ

夏物語 川上　未映子／著 文藝春秋 F ｶﾜ

図書室 岸　政彦／著 新潮社 F ｷｼ

チンギス紀　５ 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 5

神前酔狂宴 古谷田　奈月／著 河出書房新社 F ｺﾔ

へぼ侍 坂上　泉／著 文藝春秋 F ｻｶ

君が異端だった頃 島田　雅彦／著 集英社 F ｼﾏ

絶声 下村　敦史／著 集英社 F ｼﾓ

スズメの事ム所 朱川　湊人／著 文藝春秋 F ｼﾕ

極限の婚約者たち 新堂　冬樹／著 双葉社 F ｼﾝ

格闘 高樹　のぶ子／著 新潮社 F ﾀｶ

我らが少女Ａ 高村　薫／著 毎日新聞出版 F ﾀｶ

決断の刻（とき） 堂場　瞬一／著 東京創元社 F ﾄﾞｳ

猫をおくる 野中　柊／〔著〕 新潮社 F ﾉﾅ

黄金夜界 橋本　治／著 中央公論新社 F ﾊｼ

てんげんつう 畠中　恵／著 新潮社 F ﾊﾀ

店長がバカすぎて 早見　和真／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾊﾔ

ランチ酒 原田　ひ香／著 祥伝社 F ﾊﾗ

希望の糸 東野　圭吾／著 講談社 F ﾋｶﾞ

夏の騎士 百田　尚樹／著 新潮社 F ﾋﾔ

密室を開ける手 藤本　ひとみ／著 講談社 F ﾌｼﾞ

魔偶の如き齎すもの 三津田　信三／著 講談社 F ﾐﾂ



日本の小説 さよならの儀式 宮部　みゆき／著 河出書房新社 F ﾐﾔ

ひと喰い介護 安田　依央／著 集英社 F ﾔｽ

戦国の教科書 天野　純希／著 講談社 F

外国の小説 三体 劉　慈欣／著 早川書房 923.7 ﾘｳ

外は夏 キム　エラン／著 亜紀書房 929.1 ｷﾑ

アーモンド ソン　ウォンピョン／著 祥伝社 929.1 ｿﾝ

モンスーン ピョン　ヘヨン／著 白水社 929.1 ﾋﾟﾖ

マンハッタン・ビーチ ジェニファー・イーガン／著 早川書房 933.7 ｲｶﾞ

掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン／著 講談社 933.7 ﾍﾞﾙ

文庫 旅仕舞 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ

贋作の謀 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）　４ 七月　隆文／著 新潮社 B F ﾅﾅ 4

Ｉターン　〔１〕 福澤　徹三／著 文藝春秋 B F ﾌｸ 1

グアムの探偵　１.２ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 1.2

高校事変　２ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 2

グアムの探偵　３ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 3

京洛の森のアリス　１～３ 望月　麻衣／著 文藝春秋 B F ﾓﾁ 1～3

京都寺町三条のホームズ　１２ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 12

ふたりの花見弁当 山口　恵以子／著 角川春樹事務所 B F ﾔﾏ

後宮天后物語　〔４〕 夕鷺　かのう／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

ルパンの娘 横関　大／〔著〕 講談社 B F ﾖｺ

シスターズ・ブラザーズ パトリック・デウィット／著 東京創元社 B 933.7 ﾃﾞｳ

総記 ひとりでよめたよ！幼年文学おすすめブックガイド２００ 大阪国際児童文学振興財団／編 評論社 019.5 ﾋ

まなの本棚 芦田　愛菜／著 小学館 019.9 ｱﾏ

驕る権力、煽るメディア 斎藤　貴男／著 新日本出版社 070.2 ｻｵ

哲学 幸せのコツ 荒川　祐二／著 自由国民社 159 ｱｼ

ｈａｐｐｙ　ｍｏｎｅｙ Ｋｅｎ　Ｈｏｎｄａ／著 フォレスト出版 159 ﾎﾊ

年商５０００万円起業家ママのハッピーリッチな思考法 小桧山　美由紀／著 サンライズパブリッシング 159.6 ｺﾈ

歴史 事典日本の年号 小倉　慈司／著 吉川弘文館 210.0 ｵｼﾞ

ナチ　本の略奪 アンデシュ・リデル／著 国書刊行会 234.0 ﾘﾅ

そのうちなんとかなるだろう 内田　樹／著 マガジンハウス 289.1 ｳﾁ

「戦場のピアニスト」を救ったドイツ国防軍将校 ヘルマン・フィンケ／著 白水社 289.3 ﾎｾﾞ

船の旅　２０１８－２０１９版 地方創生支援協会 291.0 ﾌ 18

京都・奈良　〔２０１９〕 昭文社 291.6 ｷ 19

佐賀　〔２０１９〕 昭文社 291.9 ｻ 19

社会科学 日本の環境・人・暮らしがよくわかる本 浦野　紘平／共著 オーム社 302.1 ｳﾆ

令和日本・再生計画 藤井　聡／著 小学館 312.1 ﾌﾚ

ふたつの日本 望月　優大／著 講談社 334.4 ﾓﾌ



社会科学 仕事ごっこ 沢渡　あまね／著 技術評論社 336.2 ｻｼ

呪いの言葉の解きかた 上西　充子／著 晶文社 361.4 ｳﾉ

未和 尾崎　孝史／著 岩波書店 366.9 ｵﾐ

ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子／著 文響社 367.7 ｷﾋ

老人喰い 鈴木　大介／著 筑摩書房 368.6 ｽﾛ

その子の「普通」は普通じゃない 富井　真紀／著 ポプラ社 369.4 ﾄｿ

すぐ覚えられるわらべうたあそび 木村　はるみ／著 成美堂出版 376.1 ｷｽ

３歳からできるお片づけ習慣 伊東　裕美／著 日本実業出版社 379.9 ｲｻ

自然科学 星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 大野　裕明／著 誠文堂新光社 442.3 ｵﾎ

心の持ち方ひとつで人生が変わる！ 高橋　伸忠／著 ＰＨＰ研究所 490.4 ﾀｺ

熟年期障害 平澤　精一／著 アスコム 493.1 ﾋｼﾞ

腰痛解消！「神の手」を持つ１２人　令和元年版 現代書林特別取材班／編 現代書林 493.6 ﾖ

慢性腎臓病・透析＆糖尿病の運動サポート 富野　康日己／編著 法研 494.9 ﾄﾏ

眼科医がすすめる目の不調を感じたら毎日食べたい料理 平松　類／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 496.3 ｶﾞ

１分でぐっすり眠れる高血圧・不整脈が安定！うつも退いた！

ハーバード式４－７－８呼吸完全マスターガイド

技術 世界を変えた６０人の偉人たち 東京電機大学／編 東京電機大学出版局 502.8 ｾ

ＯＨＨＡＳＨＩいい音をいつまでも 長井　進之介／著 創英社 582.7 ﾅｵ

Ｂｅｉｎｇ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 渡辺　雅司／著 ＰＨＰ研究所 588.3 ﾜﾋﾞ

マダム・チェリーの「人生が楽しくなるおしゃれ」 マダム・チェリー／著 講談社 589.2 ﾏﾏ

一生楽しく浪費するためのお金の話 劇団雌猫／著 イースト・プレス 591 ｲ

荻原博子の貯まる家計 荻原　博子／著 毎日新聞出版 591 ｵｵ

シニア世代のゆったりワンピース ブティック社 593.3 ｼ

手作りしたい大人の帽子と斜めがけバッグ ブティック社 593.3 ﾃ

ちょこっと手作り！ペットボトルキャップこもの ブティック社 594 ﾁ

時間（とき）の花束 三浦　百惠／著 日本ヴォーグ社 594.9 ﾐﾄ

美容は自尊心の筋トレ 長田　杏奈 Pヴァイン　日販アイ・ピー・エス 595 ｵﾋﾞ

ほぼ１００円飯　２０１９年レタスクラブ版 リュウジ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾘﾎ

体がよろこぶお漬け物 井澤　由美子／著 誠文堂新光社 596.3 ｲｶ

産業 図解知識ゼロからの現代農業入門 八木　宏典／監修 家の光協会 612.1 ｽﾞ

おいしく長く楽しめる！収穫野菜の保存テク＆レシピ 五十嵐　透／監修 ナツメ社 626.9 ｵ

ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野　たから／著 自由国民社 673.3 ｲﾈ

芸術 「大家さんと僕」と僕 矢部　太郎／ほか著 新潮社 726.1 ｵ

いのちいっぱい 相田　みつを／著 ダイヤモンド社 728.2 ｱｲ

大人の折り紙 石川　眞理子／著 永岡書店 754.9 ｲｵ

街歩き音楽の旅 鈴江　昭／著 東京図書出版 762.3 ｽﾏ

カンツォーネ・ベスト・アルバム　１ 水星社 M 767.8 ｶ 1

シャンソン・アルバム　１～５ 水野　汀子／編 水星社 M 767.8 ｼ 1～5

わかさ出版／編集 わかさ出版 498.3 ｲ



芸術 全音歌謡曲全集　６７ 全音楽譜出版社出版部／編 全音楽譜出版社 M 767.8 ｾﾞ 67

そしていま、一人になった 吉行　和子／著 ホーム社 772.1 ﾖｼ

ラグビー語辞典 斉藤　健仁／著 誠文堂新光社 783.4 ｻﾗ

バタフライ ユスラ・マルディニ／著 朝日新聞出版 785.2 ﾏﾙ

水球必勝バイブル 塩田　義法／著 メイツ出版 785.4 ｼｽ

はじめてのテント山行 栗山　祐哉／監修 メイツ出版 786.1 ﾊ

大家さんと僕 矢部　太郎／著 新潮社 ｺﾐｯｸ ﾔｵ

文学 江戸っ子漱石先生からの手紙 渡邉　文幸／著 理論社 910.2 ﾅﾂ

在原業平 池田　彌三郎／著 淡交社 911.1 ｱﾘ

越境（ユエジン） 東山　彰良／著 ホーム社 914.6 ﾋｶﾞ

かわいい見聞録 益田　ミリ／著 集英社 914.6 ﾏｽ

のっけから失礼します 三浦　しをん／著 集英社 914.6 ﾐｳ

ブスの自信の持ち方 山崎　ナオコーラ／著 誠文堂新光社 914.6 ﾔﾏ

児童書（読物） １００年ハチミツのあべこべ魔法 あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ

ぼくたちは卵のなかにいた 石井　睦美／作 小学館 F ｲｼ

月と珊瑚 上條　さなえ／著 講談社 F ｶﾐ

はりねずみのルーチカ　〔８〕 かんの　ゆうこ／作 講談社 F ｶﾝ 8

ほねほねザウルス　２１ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F ｸﾞﾙ 21

野うさぎレストランへようこそ 小手鞠　るい／作 金の星社 F ｺﾃﾞ

レストランのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

東海道中膝栗毛 十返舎　一九／原作 学研プラス F ｼﾞﾂ

ぼくらののら犬砦 宗田　理／作 ポプラ社 F ｿｳ

里見八犬伝 曲亭　馬琴／原作 学研プラス F ﾀｷ

おしっこもらスター 田中　六大／作 あかね書房 F ﾀﾅ

１２歳で死んだあの子は 西田　俊也／作 徳間書店 F ﾆｼ

かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

十年屋　３ 廣嶋　玲子／作 静山社 F ﾋﾛ 3

こどもしょくどう 足立　紳／原作 汐文社 F ﾋﾛ

「悩み部」の復活と、その証明。 麻希　一樹／著 学研プラス F ﾏｷ

「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希　一樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏｷ

キャベたまたんていじごくツアーへごしょうたい 三田村　信行／作 金の星社 F ﾐﾀ

源氏物語 紫式部／原作 学研プラス F ﾑﾗ

夏に泳ぐ緑のクジラ 村上　しいこ／作 小学館 F ﾑﾗ

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

おじいさんは川へおばあさんは山へ 森山　京／作 理論社 F ﾓﾘ

タヌキのきょうしつ 山下　明生／作 あかね書房 F ﾔﾏ

古事記 那須田　淳／文 学研プラス F

竹取物語 越水　利江子／文 学研プラス F



児童書（読物） 平家物語 弦川　琢司／文 学研プラス F

世にも奇妙なストーリー呪いの螺旋 岩城　裕明／著 西東社 F

２１世紀のフランクリン メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

お城の魔女 ルース・チュウ／作 フレーベル館 933 ﾁﾕ

てづくり魔女 ルース・チュウ／作 フレーベル館 933 ﾁﾕ

魔女と黒い鏡 ルース・チュウ／作 フレーベル館 933 ﾁﾕ

わたしがいどんだ戦い１９４０年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／作評論社 933 ﾌﾞﾗ

ゴースト ジェイソン・レノルズ／作 小峰書店 933 ﾚﾉ

暗号クラブ　１５ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 15

児童書（知識） 「空気」を読んでも従わない 鴻上　尚史／著 岩波書店 159

父さんはどうしてヒトラーに投票したの？ ディディエ・デニンクス／文 解放出版社 234

安藤百福 田中　顕／まんが 小学館 289 ｱﾝ

じいじが迷子になっちゃった 城戸　久枝／著 偕成社 289 ｷﾄﾞ

おしごと年鑑 谷　和樹／監修 朝日新聞社 366

科学者の目 かこ　さとし／文と絵 童心社 402

マンガでわかる！１０才までに遊んできたえる算数脳めいろ２６０ 川島　慶／著 永岡書店 410

タイムマシンって実現できる？ 二間瀬　敏史／監修 誠文堂新光社 421

恐竜キングダム　１０ エアーチーム／まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ 457 10

あやしい植物図鑑 菅原　久夫／監修 ダイヤモンド社 470

わけあって絶滅しました。　続 丸山　貴史／著 ダイヤモンド社 482 2

ふしぎないきものツノゼミ 丸山　宗利／写真・文 あかね書房 487

スーパークールテック 大津　祥子／訳 すばる舎 504

発明対決　１５ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 507 15

プラスチック・プラネット ジョージア・アムソン＝ブラッドショー／作 評論社 519

ひとりで作って、みんなで食べよ！はじめてのごはん 阪下　千恵／著 日東書院本社 596

走れ！メープル 菅　聖子／文 小峰書店 645

飛行機のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 687 1

ＳＴＡＲ　ＷＡＲＳ工作大図鑑 リズ・リー・ハイネッケ／著 講談社 750 ﾊｽ

旅するこどもの韓国語 コンデックス情報研究所／編著 成美堂出版 829

旅するこどもの英語 コンデックス情報研究所／編著 成美堂出版 837

５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸　ハル／編著 学研プラス 908

数え方図鑑 やまぐち　かおり／絵 日本図書センター 815

小学生のための俳句帖　作ってみよう編 塩見　恵介／著 朝日学生新聞社 911

小学生のための俳句帖　読んでみよう編 塩見　恵介／著 朝日学生新聞社 911

なんじゃもんじゃ博士　ドキドキ編 長　新太／著 福音館書店 ｺﾐｯｸ

なんじゃもんじゃ博士　ハラハラ編 長　新太／著 福音館書店 ｺﾐｯｸ

絵本 めくってごらん ａｃｃｏｔｏｔｏ／作・絵 イースト・プレス E ｱﾂ

北風ふいてもさむくない あまん　きみこ／文 福音館書店 E ｱﾏ



絵本 チコちゃんに叱られる 海老　克哉／文 文溪堂 E ｵｵ

おにもつはいけん 吉田　道子／文 福音館書店 E ｶｼﾞ

ぼくはなきました くすのき　しげのり／さく 東洋館出版社 E ｸｽ

だれのパンツ？ シゲリ　カツヒコ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｼｹﾞ

にんじんかりかりかじったら 石津　ちひろ／文 金の星社 E ｼﾊﾞ

まほうつかいとねこ せな　けいこ／作・絵 鈴木出版 E ｾﾅ

わたしゃほんとにうんがいい せな　けいこ／文・絵 鈴木出版 E ｾﾅ

うみのあじ たけがみ　たえ／作 あかね書房 E ﾀｹ

にちにちらんらん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／著 白泉社 E ﾂﾍﾟ

かげパ 富安　陽子／作 ひさかたチャイルド E ﾄﾐ

１０ぴきのおばけのたんじょうび にしかわ　おさむ／作・絵 ひかりのくに E ﾆｼ

へっこきよめどん 富安　陽子／文 小学館 E ﾊｾ

まどのそと 佐野　史郎／作 岩崎書店 E ﾊﾀﾞ

ロージーのひよこはどこ？ パット・ハッチンス／さく 好学社 E ﾊﾁ

るすばんかいぎ 浜田　桂子／作 理論社 E ﾊﾏ

すごいたいじゅうでうごきません。 平田　昌広／作 国土社 E ﾋﾗ

おなかがへった マメイケダ／作 ＷＡＶＥ出版 E ﾏﾒ

イワーシェチカと白い鳥 Ｉ．カルナウーホワ／再話 福音館書店 E ﾐﾄ

おかあさんありがとう みやにし　たつや／作絵 金の星社 E ﾐﾔ

アンパンマンとだだんだん やなせ　たかし／作・絵 フレーベル館 E ﾔﾅ

ギョギョギョつり 矢野　アケミ／作・絵 鈴木出版 E ﾔﾉ

貝の子プチキュー 茨木　のり子／作 福音館書店 E ﾔﾏ

それからどうなるの？ トーベ・ヤンソン／作 講談社 E ﾔﾝ

ぼくのとくいわざ よぐち　たかお／さく 福音館書店 E ﾖｸﾞ

うみどりの島 寺沢　孝毅／文 偕成社 E ｱﾍﾞ

おたすけトミーでばんだよ！ いしい　ひろし／著 白泉社 E ｲｼ

ちゅるちゅる 視覚デザイン研究所／さく 視覚デザイン研究所 E ｳﾁ

うちゅうじんはいない！？ ジョン・エイジー／作・絵 フレーベル館 E ｴｲ

パンダのパンやさん 岡本　よしろう／作・絵 金の星社 E ｵｶ

みち 五味　太郎／さく 福音館書店 E ｺﾞﾐ

いないいないばあさん 佐々木　マキ／〔作〕 偕成社 E ｻｻ

スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ／作 あすなろ書房 E ｼﾞｴ

うまれたよ！イモリ 関　慎太郎／写真・文 岩崎書店 E ｾｷ

うまれたよ！クラゲ 武田　晋一／写真 岩崎書店 E ﾀｹ

あるくくま 谷川　俊太郎／文 クレヨンハウス E ﾀﾆ

まるのおうさま 谷川　俊太郎／ぶん 福音館書店 E ﾀﾆ

かめくんのさんぽ なかの　ひろたか／さく・え 福音館書店 E ﾅｶ

げんこつやまのたぬきさん 長野　ヒデ子／作・絵 のら書店 E ﾅｶﾞ



絵本 あそびうたするものこのゆびとまれ 中脇　初枝／編 福音館書店 E ﾋﾛ

あそびうたするものよっといで 中脇　初枝／編 福音館書店 E ﾋﾛ

はりねずみのぼうけん ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌﾞﾙ

ぺんぎんのぴむとぽむ ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌﾞﾙ

オレ、おおきくなるのいや デヴ・ペティ／ぶん マイクロマガジン社 E ﾎﾞﾙ

オレ、なんにもしたくない デヴ・ペティ／ぶん マイクロマガジン社 E ﾎﾞﾙ

はなくそだいピンチ！ マルジック＆モリソー／さく・え 汐文社 E ﾏﾙ

のうさぎ 高橋　喜平／ぶん 福音館書店 E ﾔﾌﾞ

むかしのしょうぼういまのしょうぼう 山本　忠敬／さく 福音館書店 E ﾔﾏ

ムーミン谷へのふしぎな旅 トーベ・ヤンソン／作 講談社 E ﾔﾝ

ピノキオ 〔カルロ・コッローディ／原作〕 講談社 E

  

 

今年も「雑誌のサービスデー」を開催いたします。 

保存期間を過ぎた雑誌を、無料でお譲りします。 

譲渡制限がありますので、ご注意ください。 
  

日 時 

場 所 

譲渡制限 

令和元年10月5日(土) 
午前9：30～11：30 

綾部市図書館 2階 学習室 

お１人様 

1タイトルにつき2冊まで 
（雑誌を入れる袋は図書館で用意します。） 


