
分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 落花狼藉 朝井　まかて／著 東京：双葉社 F ｱｻ

飛雲のごとく あさの　あつこ／著 東京：文藝春秋 F ｱｻ

転生王子はダラけたい　６～８ 朝比奈　和／〔著〕 東京：アルファポリス F ｱｻ 6～8

カインは言わなかった 芦沢　央／著 東京：文藝春秋 F ｱｼ

森があふれる 彩瀬　まる／著 東京：河出書房新社 F ｱﾔ

Ｒのつく月には気をつけよう　〔２〕 石持　浅海／著 東京：祥伝社 F ｲｼ 2

百舌落とし 逢坂　剛／著 東京：集英社 F ｵｳ

罪の轍 奥田　英朗／著 東京：新潮社 F ｵｸ

地先 乙川　優三郎／著 東京：徳間書店 F ｵﾄ

万波を翔る 木内　昇／著 東京：日本経済新聞出版社 F ｷｳ

戦国十二刻 木下　昌輝／著 東京：光文社 F ｷﾉ

老父よ、帰れ 久坂部　羊／著 東京：朝日新聞出版 F ｸｻ

Ｍ 小松　成美／著 東京：幻冬舎 F ｺﾏ

将軍の子 佐藤　巖太郎／著 東京：文藝春秋 F ｻﾄ

盲剣楼奇譚 島田　荘司／著 東京：文藝春秋 F ｼﾏ

腸詰小僧 曽根　圭介／著 東京：光文社 F ｿﾈ

欺す衆生 月村　了衛／著 東京：新潮社 F ﾂｷ

神奈川宿雷屋 中島　要／著 東京：光文社 F ﾅｶ

銀座の紙ひこうき はらだ　みずき／著 東京：中央公論新社 F ﾊﾗ

２０　ＣＯＮＴＡＣＴＳ 原田　マハ／著 東京：幻冬舎 F ﾊﾗ

トリガー　上・下 真山　仁／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏﾔ 1・2

三匹の子豚 真梨　幸子／著 東京：講談社 F ﾏﾘ

外国の小説 レス アンドリュー・ショーン・グリア／著 東京：早川書房 933.7 ｸﾞﾘ

イヴリン嬢は七回殺される スチュアート・タートン／著 東京：文藝春秋 933.7 ﾀﾄ

エレベーター ジェイソン・レナルズ／著 東京：早川書房 933.7 ﾚﾉ

厳寒の町 アーナルデュル・インドリダソン／著 東京：東京創元社 949.5 ｱﾅ

わたしのいるところ ジュンパ・ラヒリ／著 東京：新潮社 973 ﾗﾋ

文　庫 茉莉花官吏伝　６ 石田　リンネ／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 6

染まれ君よと、恋に舞う 糸森　環／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ

小説天気の子 新海　誠／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｼﾝ

深川二幸堂菓子こよみ　２ 知野　みさき／著 東京：大和書房 B F ﾁﾉ 2

無人の稲田 千野　隆司／著 東京：双葉社 B F ﾁﾉ

スカーフェイス　１～３ 富樫　倫太郎／〔著〕 東京：講談社 B F ﾄｶﾞ 1～３

引っ越し大名三千里 土橋　章宏／著 東京：角川春樹事務所 B F ﾄﾞﾊﾞ

ＣＯＶＥＲ 内藤　了／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｲ

 
  

 

 

 



文　庫 脳科学捜査官真田夏希　〔１〕～〔４〕 鳴神　響一／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅﾙ1～４

本所おけら長屋　１０ 畠山　健二／著 東京：ＰＨＰ研究所 B F ﾊﾀ 10

Ｉターン　２ 福澤　徹三／著 東京：文藝春秋 B F ﾌｸ 2

闇の峠 諸田　玲子／著 東京：新潮社 B F ﾓﾛ

ひかりの魔女　〔２〕 山本　甲士／著 東京：双葉社 B F ﾔﾏ 2

真夏の焼きそば 山口　恵以子／著 東京：角川春樹事務所 B F ﾔﾏ

あやかしお宿に帰りましょう。 友麻　碧／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

レッド・イカロス 吉川　英梨／著 東京：宝島社 B F ﾖｼ

本能寺の変 藤田　達生／〔著〕 東京：講談社 B 210.4 ﾌﾎ

いのちの再建弁護士 村松　謙一／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 336 ﾑｲ

神主と村の民俗誌 神崎　宣武／〔著〕 東京：講談社 B 386.1 ｶｶ

江戸人の老い 氏家　幹人／著 東京：草思社 B 910.2 ｽｽﾞ

総　記 「こだわり」が収入になる！インスタグラムの新しい発信メソッド 艸谷　真由／著 東京：同文舘出版 007.3 ｸｺ

Ｅｘｃｅｌのムカムカ！が一瞬でなくなる使い方 四禮　静子／著 東京：技術評論社 007.6 ｼｴ

最後の読書 津野　海太郎／著 東京：新潮社 019.0 ﾂｻ

もういちど、本屋へようこそ 田口　幹人／編著 東京：ＰＨＰ研究所 024.1 ﾀﾓ

哲　学 一流になりたければ、その「色」を変えなさい。 庄島　義博／著 東京：きずな出版 141.2 ｼｲ

まんがでわかる発達心理学 渡辺　弥生／監修 東京：講談社 143 ﾏ

人間の本性 丹羽　宇一郎／著 東京：幻冬舎 159 ﾆﾆ

終生知的生活の方法 渡部　昇一／著 東京：扶桑社 159.7 ﾜｼ

歴　史 昭和・平成精神史 磯前　順一／著 東京：講談社 210.7 ｲｼ

『三国志』新英傑伝 小学館 222.0 ｻ

一冊でわかるイギリス史 小林　照夫／監修 東京：河出書房新社 233 ｲ

月下の犯罪 サーシャ・バッチャーニ／著 東京：講談社 234.7 ﾊﾞｹﾞ

皇室　８３号（令和元年夏） 東京：扶桑社 288.4 ｺ

マイ・ストーリー ミシェル・オバマ／著 東京：集英社 289.3 ｵﾊﾞ

地球の歩き方　計１４冊 「地球の歩き方」編集室／編集 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 

社会科学 現代アメリカ政治とメディア 前嶋　和弘／編著 東京：東洋経済新報社 312.5 ｹﾞ

全国市長会百二十年史 全国市長会百二十年史編さん委員会 東京：全国市長会 318.2 ｾﾞ

消費税を払う奴はバカ！ 大村　大次郎／著 東京：ビジネス社 345.7 ｵｼ

ネット右翼とは何か 樋口　直人／著 東京：青弓社 361.6 ﾈ

「空き家」に困ったら最初に読む本 牧野　寿和／監修 東京：河出書房新社 365.3 ｱ

Ｑ＆Ａ　ＤＶ事件の実務 打越　さく良／著 東京：日本加除出版 367.1 ｳｷ

イラストでわかる怒らずのばす育て方 篠　真希／著 東京：池田書店 367.3 ｼｲ

保育士、教師がＤＶ被害を受けた親子を理解するための本 須賀　朋子／著 札幌：かりん舎 367.3 ｽﾎ

ＤＶはなおる　続 町田：ジャパンマシニスト社 367.3 ﾃﾞ 2

ひとりサイズで、気ままに暮らす 阿部　絢子／著 東京：大和書房 367.7 ｱﾋ

老後は非マジメのすすめ 立川　談慶／著 東京：春陽堂書店 367.7 ﾀﾛ

ビンボーでも楽しい定年後 森永　卓郎／著 東京：中央公論新社 367.7 ﾓﾋﾞ

イラスト版子どもの発達サポートヨガ 太田　千瑞／著 東京：合同出版 371.4 ｵｲ

9月1日 樹木　希林／著 東京：ポプラ社 371.4 ｷｸ

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



社会科学 ＃８月３１日の夜に。 ＮＨＫ「ハートネットＴＶ」／編 東京：毎日新聞出版 371.4 ﾊ

日本の美しい食卓歳時記 ＪＴＡＡジャパンテーブルアーチスト協会／著 東京：誠文堂新光社 383.8 ﾆ

経済学者たちの日米開戦 牧野　邦昭／著 東京：新潮社 391.3 ﾏｹ

自然科学 子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前 東海大学海洋学部／監修 静岡：マイルスタッフ 484 ｺ

安楽死を遂げた日本人 宮下　洋一／著 東京：小学館 490.1 ﾐｱ

おならのサイエンス ステファン・ゲイツ／著 東京：柏書房 491.3 ｹﾞｵ

命を守る、救える！応急手当〈イラスト図解〉事典 横田　裕行／監修 東京：主婦と生活社 492.2 ｲ

もの忘れ・認知症が心配になったら読む本 広川　慶裕／監修 東京：池田書店 493.7 ﾓ

世界最高医が教える目がよくなる３２の方法 深作　秀春／著 東京：ダイヤモンド社 496 ﾌｾ

「マス目」で気づく目の病気 平松　類／著 〔東京〕：翔泳社 496.3 ﾋﾏ

医者ヨガ 川村　明／著 東京：主婦の友社 498.3 ｶｲ

正しく歩いて、不調を治す。 田中　尚喜／〔著〕 東京：クロスメディア・パブリッシング 498.3 ﾀﾀ

歩き続ける力 三浦　雄一郎／著 東京：双葉社 498.3 ﾐｱ

老けない人はこれを食べている 牧田　善二／著 東京：新星出版社 498.5 ﾏﾌ

技　術 健康は住まいがつくる 田中　正敏／著 東京：彰国社 527 ﾀｹ

トコトンやさしい電車の本 青田　孝／著 東京：日刊工業新聞社 536.5 ｱﾄ

５０歳から始める！老後のお金の不安がなくなる本 竹川　美奈子／著 東京：日本経済新聞出版社 591 ﾀｺﾞ

きほんの糸紡ぎ 緒方　伶香／著 東京：誠文堂新光社 594 ｵｷ

半日で作れる！かんたんバッグ 東京：ブティック社 594.7 ﾊ

１人分のシニアごはん 検見崎　聡美／〔著〕 東京：〓出版社 596 ｹﾋ

みそさえあれば。 小島　喜和／著 東京：日東書院本社 596 ｺﾐ

凍ったまますぐ使える１人分冷凍パック 村上　祥子／著 東京：大和書房 596 ﾑｺ

はじめよう乳和食 小山　浩子／著 東京：日本実業出版社 596.2 ｺﾊ

砂糖不使用！野菜と果物だけで作るベジフル発酵ジュースとレシピ 岩田　麻奈未／著 東京：日東書院本社 596.3 ｲｻ

フォトジェニックなラテアート 伊藤　雄一／著 東京：旭屋出版 596.7 ｲﾌ

産　業 農学と戦争 足達　太郎／著 東京：岩波書店 611.2 ﾉ

ツウになる！紅茶の教本 磯淵　猛／著 東京：秀和システム 619.8 ｲﾂ

農家が教える野菜の発芽・育苗コツと裏ワザ 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 626.1 ﾉ

商店経営者のためのスマホ決済ＰａｙＰａｙ超入門 イトウ　ジュンコ／著 東京：商業界 673.3 ｲｼ

芸　術 宮西達也の世界 東京：平凡社 726.6 ﾐﾔ

超絶レタッチ術 北村　佑介／著 東京：インプレス 744.4 ﾁ

ここでしか味わえない非日常の世界！ ナショナルジオグラフィック／編著 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 748 ｺ

脳を鍛えるブロックおりがみ 大原　まゆみ／著 東京：誠文堂新光社 754.9 ｵﾉ

世界チャンピオンの紙飛行機ブック Ｊｏｈｎ　Ｍ．Ｃｏｌｌｉｎｓ／著 東京：オライリー・ジャパン 754.9 ｺｾ

１００年後も伝えたい伝統折り紙 小林　一夫／著 東京：日東書院本社 754.9 ｺﾋ

溝上日出夫歌曲集　増補改訂版 内村 るり子 全音楽譜出版社 M 767.0 ﾐ

三木稔歌曲集 三木　稔／作曲 東京：全音楽譜出版社 M 767.0 ﾐﾐ

南聡歌曲集 南　聡 全音楽譜出版社 M 767.0 ﾐﾐ

三善晃歌曲集　増補改訂版 三善　晃 全音楽譜出版社 M 767.0 ﾐﾐ

カンツォーネ・ベスト・アルバム　２　改訂版 東京：水星社 M 767.8 ｶ

フレーズで覚える三味線入門 小塩　さとみ／著 東京：音楽之友社 768.1 ｵﾌ

 

 

    

 

  



芸　術 鼓に生きる 田中　佐太郎／著 京都：淡交社 774.7 ﾀﾅ

なつぞら　Ｐａｒｔ２ 大森　寿美男／作 東京：ＮＨＫ出版 778.8 ﾅ 2

桂歌丸大喜利人生 東京：ぴあ 779.1 ｶﾂ

すぐに試合で役に立つ！バスケットボールのルール・審判の基本 橋本　信雄／監修 東京：実業之日本社 783.1 ｽ

プロ野球バカ本 長谷川　晶一／著 東京：朝日新聞出版 783.7 ﾊﾌﾟ

野球ノートに書いた甲子園　６ 高校野球ドットコム編集部／著 東京：ベストセラーズ 783.7 ﾔ 6

茶事の懐石料理がホントに一人で作れる本 入江　亮子／著 東京：世界文化社 791.8 ｲﾁ

八寸・強肴で困らない本 入江　亮子／著 東京：世界文化社 791.8 ｲﾊ

囲碁打ち方の教科書 高尾　紳路／監修 東京：池田書店 795 ｲ

言　語 本にまつわる世界のことば 温　又柔／著 大阪：創元社 804 ﾎ

脳を鍛える。心が潤う。楽しい！実践「朗読」法 朗読文化研究所／監修 東京：主婦の友社 809.4 ﾉ

文　学 角野栄子エブリデイマジック 角野　栄子／著 東京：平凡社 910.2 ｶﾄﾞ

センス・オブ・シェイム 酒井　順子／著 東京：文藝春秋 914.6 ｻｶ

命あれば 瀬戸内　寂聴／著 東京：新潮社 914.6 ｾﾄ

やがて満ちてくる光の 梨木　香歩／〔著〕 東京：新潮社 914.6 ﾅｼ

猫も老人も、役立たずでけっこう 養老　孟司／著 東京：河出書房新社 914.6 ﾖｳ

レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 レンタルなんもしない人／著 東京：晶文社 916 ﾚﾝ

老年を面白く生きる 曽野　綾子／著 東京：海竜社 917 ｿﾉ

郷土資料 がん患者・家族のための京都府がん情報ガイド　第７版 京都府がん対策推進府民会議 情報提供充実対策部会 京都：ｷｮｳﾄﾌｶﾞﾝﾀｲｻｸｽｲｼﾝﾌﾐﾝｶｲｷﾞ ｼﾞｮｳﾎｳﾃｲｷｮｳｼﾞｭｳｼﾞﾂﾀｲｻｸﾌﾞｶｲ A 494.5 ｶﾞ

京都中丹ジビエノート 畑中　英樹 京都中丹認証ジビエ推進コンソーシアム A 648.2 ｷ

児童書(読物） うみのとしょかん　ウミウシはじめてのこい 葦原　かも／作 東京：講談社 F ｱｼ

人狼サバイバル 甘雪　こおり／作 東京：講談社 F ｱﾏ

ラストサバイバル　〔５〕～〔７〕 大久保　開／作 東京：集英社 F ｵｵ　5～7

アッチとドッチのフルーツポンチ 角野　栄子／さく 東京：ポプラ社 F ｶﾄﾞ

おばけとしょかん 斉藤　洋／作 東京：講談社 F ｻｲ

ゆるびーくんえんそくにいく 斉藤　洋／さく 東京：ほるぷ出版 F ｻｲ

目の見えない子ねこ、どろっぷ 沢田　俊子／文 東京：講談社 F ｻﾜ

おしりたんてい　ラッキーキャットはだれのてに！ トロル／さく・え 東京：ポプラ社 F ﾄﾛ

きみの存在を意識する 梨屋　アリエ／作 東京：ポプラ社 F ﾅｼ

七不思議神社 緑川　聖司／作 東京：あかね書房 F ﾐﾄﾞ

昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月　美智子／作 東京：小峰書店 F ﾔｽﾞ

科学探偵ＶＳ．妖魔の村 佐東　みどり／作 東京：朝日新聞出版 ｽｲﾘ

おばあちゃんは大どろぼう？！ デイヴィッド・ウォリアムズ／作 東京：小学館 933 ｳｵ

シャイローと歩く秋 フィリス・レイノルズ・ネイラー／著 東京：あすなろ書房 933 ﾈｲ

ハヤクさん一家とかしこいねこ マイケル・ローゼン／作 東京：徳間書店 933 ﾛｾﾞ

トイ・ストーリー４ 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933

ムーミン全集　４ トーベ・ヤンソン／著 東京：講談社 949 ﾔﾝ 4

五つのパン カレル・チャペック／作 東京：理論社 989 ﾁﾔ

児童書(知識） 心にひびくマンガの名言　〔第１期１～５〕〔第２期１～５〕 東京：学研教育出版 159

地獄の歩き方 田村　正彦／監修 東京：金の星社 181

  

 

 

  

 



児童書(知識） 「できごと」と「くらし」から知る戦争の４６か月 大石　学／監修 東京：学研プラス 210

マンガ×くり返しでスイスイ覚えられる日本の歴史人物１００ 陰山　英男／監修 名古屋：リベラル社 210

ミイラ学 タマラ・バウワー／著・絵 国立：今人舎 242

最強！日本の歴史人物１００人のひみつ 東京：学研プラス 281

読む喜びをすべての人に 金治　直美／文 東京：佼成出版社 289 ﾎﾝ

都道府県ふるさとじまん図鑑 鎌田　和宏／監修 東京：学研プラス 291

歴史を作った世界の五大科学者 手塚　治虫／編 東京：子どもの未来社 402

まんがで身につくめざせ！あしたの算数王　１～10 ゴムドリｃｏ．／文 東京：岩崎書店 410　1～１０

太陽ってどんな星？ 宮原　ひろ子／作 東京：新日本出版社 444

恐竜最強王図鑑 實吉　達郎／監修 東京：学研プラス 457

絶滅動物最強王図鑑 實吉　達郎／監修 東京：学研プラス 457

近づくな！襲撃危険生物のひみつ１００ 東京：学研プラス 480

動物最強王図鑑 實吉　達郎／監修 東京：学研教育出版 480

動物のうんこクイズ 今泉　忠明／監修 東京：双葉社 481.3

教科書に出てくる生きもののすみか　１～４ 東京：学研プラス 481.7　1～４

超キモイ！ブキミ深海生物のひみつ１００ 東京：学研プラス 481.7

さわるな！猛毒危険生物のひみつ１００ 東京：学研プラス 481.9

バトル・ブレイブスＶＳ．恐怖のサメ軍団 仲谷　一宏／監修 東京：朝日新聞出版 487.5

どっちが強い！？ライギョｖｓピラニア ジノ／ストーリー 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 487.7

科学のお話『超』能力をもつ生き物たち　１～４ 石田　秀輝／監修 東京：学研教育出版 504　1～４

最強！はたらくスーパーマシンのひみつ１００ 東京：学研プラス 530

つくってかざろう！きせつのおりがみ　１～４ 東京：学研教育出版 754.9 ﾂ 1～４

ウルトラマンおはなしえほん 円谷プロダクション／監修 東京：ポプラ社 778.8 ｳ

気になる記号とマークの図鑑　全５巻 ＷＩＬＬこども知育研究所／編・著 東京：金の星社 801

マンガでわかる！１０才までに覚えたい漢字１０２６ 高濱　正伸／監修 東京：永岡書店 811

わざわざことわざ　ことわざ事典　１～４ 国松　俊英／文 東京：童心社 814　1～４

放課後の文章教室 小手鞠　るい／著 東京：偕成社 816

絵　本 だれだれ？ハロウィン えがしらみちこ 東京：白泉社 E エガ

よなかかいじゅうイビキラス 大串　ゆうじ 東京：白泉社 E オオ

こんなとききみならどうする？ 五味　太郎／作 東京：福音館書店 E ｺﾞﾐ

あなたがおとなになったとき 湯本　香樹実／文 東京：講談社 E ﾊﾀ


