
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 清く貧しく美しく 石田　衣良／著 新潮社 F ｲｼ

梅と水仙 植松　三十里／著 ＰＨＰ研究所 F ｳｴ

黒鳥の湖 宇佐美　まこと／著 祥伝社 F ｳｻ

祝祭と予感 恩田　陸／著 幻冬舎 F ｵﾝ

本好きの下剋上　第４部〔８〕・〔９〕 香月　美夜／著 ＴＯブックス F ｶｽﾞ 4-8・9

本好きの下剋上　短編集１ 香月　美夜／著 ＴＯブックス F ｶｽﾞ

首 北野　武／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｷﾀ

オカシナ記念病院 久坂部　羊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸｻ

我は景祐 熊谷　達也／著 新潮社 F ｸﾏ

おれのおばさん 佐川　光晴／著 集英社 F ｻｶﾞ

抵抗都市 佐々木　譲／著 集英社 F ｻｻ

稚児桜 澤田　瞳子／著 淡交社 F ｻﾜ

ここは夜の水のほとり 清水　裕貴／著 新潮社 F ｼﾐ

男はつらいよ　お帰り寅さん 山田　洋次／原作・脚本 講談社 F ｼﾖ

花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路　幸也／著 ポプラ社 F ｼﾖ

空ニ吸ハレシ１５ノココロ 園田　由紀子／著 ＰＨＰエディターズ・グループ F ｿﾉ

線は、僕を描く 砥上　裕將／著 講談社 F ﾄｶﾞ

風間教場 長岡　弘樹／著 小学館 F ﾅｶﾞ

瓦礫の死角 西村　賢太／著 講談社 F ﾆｼ

赤い部屋異聞 法月　綸太郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾉﾘ

最後の楽園 服部　まゆみ／著 河出書房新社 F ﾊﾂ

まずはこれ食べて 原田　ひ香／著 双葉社 F ﾊﾗ

恋のゴンドラ 東野　圭吾／著 実業之日本社 F ﾋｶﾞ

甘夏とオリオン 増山　実／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏｽ

イヴの末裔たちの明日 松崎　有理／〔著〕 東京創元社 F ﾏﾂ

きみの正義は 水生　大海／著 文藝春秋 F ﾐｽﾞ

幽玄の絵師 三好　昌子／著 新潮社 F ﾐﾖ

できない相談 森　絵都／著 筑摩書房 F ﾓﾘ

後家殺し 山本　一力／著 小学館 F ﾔﾏ

ミッドナイツ 山口　雅也／著 講談社 F ﾔﾏ

リボンの男 山崎　ナオコーラ／著 河出書房新社 F ﾔﾏ

虹のような黒 連城　三紀彦／著 幻戯書房 F ﾚﾝ

外国の小説 十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ／著 河出書房新社 933.7 ｿﾝ

雲 エリック・マコーマック／著 東京創元社 933.7 ﾏｺ

本当の人生 アドリーヌ・デュドネ／著 東京創元社 953.7 ﾃﾞﾕ

どこか、安心できる場所で パオロ・コニェッティ／〔ほか〕著 国書刊行会 973

待雪草 アレクセイ・Ａ．ヴォロンコフ／著 東京図書出版 983 ｳﾞﾏ



文庫 相棒　ｓｅａｓｏｎ１７上・中・下 輿水　泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版 B F ｲｶ 17-1・2・3

愚劣 上田　秀人／〔著〕 講談社 B F ｳｴ

繰綿の幻 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

天空の鷹 辻堂　魁／著 祥伝社 B F ﾂｼﾞ

一膳めし屋丸九 中島　久枝／著 角川春樹事務所 B F ﾅｶ

闇の穴 藤沢　周平／著 新潮社 B F ﾌｼﾞ

一華後宮料理帖　第１０品 三川　みり／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 10

まじなう柱に忍び侘べ 結城　光流／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

悪魔の手毬唄 横溝　正史／〔著〕 角川書店 B F ﾖｺ

荘子　外篇 荘子／〔著〕 筑摩書房 B 124.2 ｿｿ

荘子　雑篇 荘子／〔著〕 筑摩書房 B 124.2 ｿｿ

荘子　内篇 荘子／〔著〕 筑摩書房 B 124.2 ｿｿ

老子 老子／〔著〕 筑摩書房 B 124.2 ﾛﾛ

総記 人をつくる読書術 佐藤　優／著 青春出版社 019.1 ｻﾋ

哲学 生きることの豊かさを見つけるための哲学 齋藤　孝／著 トランスビュー 104 ｻｲ

まず、バカになろう 高橋　歩／著 Ａ－Ｗｏｒｋｓ 159 ﾀﾏ

なぜきみは生きるのか 大坪　信之／著 幻冬舎メディアコンサルティング 159.5 ｵﾅ

本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 齋藤　孝／著 誠文堂新光社 159.7 ｻﾎ

俺たちの老いじたく 弘兼　憲史／著 祥伝社 159.7 ﾋｵ

歴史 女たちのシベリア抑留 小柳　ちひろ／著 文藝春秋 210.7 ｺｵ

令和即位の礼 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 288.4 ﾚ

明智光秀とは何者なのか？ 歴史ＲＥＡＬ編集部／編 洋泉社 289.1 ｱｹ

信長 本郷　和人／著 トランスビュー 289.1 ｵﾀﾞ

総予算３３万円・９日間から行く！世界一周大人の男海外ひとり旅 伊藤　伸平／著 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ｲｿ

社会科学 未来を生きるスキル 鈴木　謙介／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 304 ｽﾐ

ふるさとって呼んでもいいですか ナディ／著 大月書店 334.4 ﾅﾌ

稼ぐ話術「すぐできる」コツ 金川　顕教／著 三笠書房 336.4 ｶｶ

ひきこもりの〈ゴール〉 石川　良子／著 青弓社 367.6 ｲﾋ

８０５０問題 黒川　祥子／著 集英社 367.7 ｸﾊ

老人ホームのお金と探し方 小嶋　勝利／編著 日経ＢＰ 369.2 ｺﾛ

死ぬんじゃねーぞ！！ 中川　翔子／著 文藝春秋 371.4 ﾅｼ

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ／著 新潮社 376.3 ﾌﾞﾎﾞ

自然科学 ビッグ・クエスチョン スティーヴン・ホーキング／著 ＮＨＫ出版 440.4 ﾎﾋﾞ

若い読者に贈る美しい生物学講義 更科　功／著 ダイヤモンド社 460 ｻﾜ

技術 すごいぞ！はたらく知財 内田　朋子／著 晶文社 507.2 ｽ

旅する建築家　隈研吾の魅力 田實　碧／著 双葉社 523.1 ﾀﾀ

おしゃれになりたかったら、トレンドは買わない。 川上　さやか／著 講談社 589.2 ｶｵ

父と母へのごはん便 上田　淳子／著 文化学園文化出版局 596 ｳﾁ

がっつり１００円おかず　保存版 扶桑社 596 ｶﾞ

食べたい！ 秦　六三郎／著 幻冬舎メディアコンサルティング 596.0 ﾊﾀ

おもてなしが疲れる 本多　理恵子／著 平凡社 596.4 ﾎｵ

自分らしく暮らす部屋作りのアイデア帳 ＭｄＮ編集部／編 エムディエヌコーポレーション 597 ｼﾞ

すみごこち　Vol．１１ 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



技術 狭い部屋でスッキリ心地よく暮らす すばる舎編集部／編 すばる舎 597.5 ｾ

産業 キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア 長澤　淨美／著 農山漁村文化協会 629.7 ﾅｷ

新時代のヒットの予感！！　２０２０年度版 ミスター・パートナー 675.1 ｼ

芸術 水彩画「人物描写」上達のコツ 柴崎　博子／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 724.4 ｽ

ナウシカ考 赤坂　憲雄／著 岩波書店 726.1 ｱﾅ

地球生まれで旅育ち ヤマザキ　マリ／著 海竜社 726.1 ﾔﾏ

ものは言いよう ヨシタケ　シンスケ／著 白泉社 726.6 ﾖｼ

湯浅譲二の音楽 ルチアナ・ガリアーノ／著 アルテスパブリッシング 762.1 ｶﾞﾕ

ものがたり日本音楽史 徳丸　吉彦／著 岩波書店 762.1 ﾄﾓ

静寂から音楽が生まれる アンドラーシュ・シフ／著 春秋社 762.3 ｼｾ

ルドルフ・ディットリヒ物語 平澤　博子／著 論創社 762.3 ﾋﾙ

ＮＨＫの音楽あつめました。　令和元年度版 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｴ 19

やさしい地球の仲間たち 大田　桜子 音楽之友社 M 763.2 ｵﾔ

高山植物のきせつ 鹿野　祐美子 音楽之友社 M 763.2 ｶﾀ

アヴェクピアノ 坂本　竜一／作曲 やのミュージック M 763.2 ｻｱ

女子中学生＆高校生が弾きたいＴＶ＆映画ソング３０ シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｼﾞ

星月夜 千原　英喜／作曲 全音楽譜出版社 M 763.2 ﾁﾎ

遊園地・宇宙船 寺内　園生 音楽之友社 M 763.2 ﾃﾕ

星降る町の小さな風景 轟　千尋／作曲 全音楽譜出版社 M 763.2 ﾄﾎ

ペンギン組曲 西村　朗 音楽之友社 M 763.2 ﾆﾍﾟ

動物園のピアノ 服部　公一 音楽之友社 M 763.2 ﾊﾄﾞ

ピアノで奏でたい極上のＪ－ＰＯＰバラードあつめました。　〔２０１９〕豪華保存版 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾋﾟ

ピアノのソムリエ　メロディーを味わうバラードセレクション シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾋﾟ

イーハトーブからの手紙　第１集・第２集 藤井　喬梓 音楽之友社 M 763.2 ﾌｲ

大人の人気＆定番曲あつめました。 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.5 ﾀﾞ

青山政憲≪屋島≫ 青山　政憲 全音楽譜出版社 M 764.2 ｱｱ

ピアノのための泰西名画集 青島　広志 全音楽譜出版社 M 764.2 ｱﾋﾟ

モン・ペール・ロワ 青島　広志 全音楽譜出版社 M 764.2 ｱﾓ

池辺晋一郎≪ふたりづれの蝶がくぐる…≫ 池辺　晋一郎 全音楽譜出版社 M 764.2 ｲｲ

池辺晋一郎≪ゆさぶれ　青い梢を≫ 池辺　晋一郎 全音楽譜出版社 M 764.2 ｲｲ

伊佐治直≪魔法の庭≫ 伊佐治　直 全音楽譜出版社 M 764.2 ｲｲ

一柳慧≪タイム・シークエンス≫ 一柳　慧 全音楽譜出版社 M 764.2 ｲｲ

一柳慧≪ピアノメディア≫ 一柳　慧 全音楽譜出版社 M 764.2 ｲｲ

ピアノ組曲 伊福部　昭 全音楽譜出版社 M 764.2 ｲﾋﾟ

リトミカ・オスティナータ 伊福部　昭 全音楽譜出版社 M 764.2 ｲﾘ

大中恩こどものうた≪おなかのへるうた≫による変奏曲 大中　恩 全音楽譜出版社 M 764.2 ｵｵ

尾高惇忠≪響奏≫ 尾高　惇忠 全音楽譜出版社 M 764.2 ｵｵ

尾高惇忠≪ピアノのためのバラード第2番～時の彼方へ～≫ 尾高　惇忠 全音楽譜出版社 M 764.2 ｵｵ

金子仁美≪時の層Ⅲ≫ 金子　仁美 全音楽譜出版社 M 764.2 ｶｶ

北爪道夫≪様々な距離Ⅱ≫ 北爪　道夫 全音楽譜出版社 M 764.2 ｷｷ

ピアノのためのポエム 清瀬　保二 全音楽譜出版社 M 764.2 ｷﾋﾟ

糀場富美子≪未風化の７つの横顔≫ 糀場　富美子 全音楽譜出版社 M 764.2 ｺｺ

ピアノ作品選集「落葉松」 小林　秀雄 全音楽譜出版社 M 764.2 ｺﾋﾟ



芸術 マンガでわかるジャズ 山本　加奈子／著 誠文堂新光社 764.7 ﾔﾏ

ヒット曲の料理人 船山　基紀／著 リットーミュージック 767.8 ﾌﾋ

雅楽のコスモロジー 小野　真龍／著 法藏館 768.2 ｵｶﾞ

どん底からの甲子園 タイムリー編集部／編 辰巳出版 783.7 ﾄﾞ

文学 絵本があってよかったな 内田　麟太郎／著 架空社 910.2 ｳﾁ

短歌の詰め合わせ 東　直子／文 アリス館 911.1 ﾋﾀ

女に聞け 宮尾　節子／著 札幌：響文社 911.5 ﾐｵ

老人初心者の覚悟 阿川　佐和子／著 中央公論新社 914.6 ｱｶﾞ

郷土 綾部市立綾部幼稚園 綾部市立綾部幼稚園・ＰＴＡ 綾部市立綾部幼稚園 A 376.1 ｱ

綾部の文化財　vol．１・vol．２ 綾部の文化財を守る会 綾部の文化財を守る会 A 709.1 ｱ

ｺﾐｯｸ 聲の形　１～７ 大今　良時／著 講談社 ｺﾐｯｸ ｵｺ 1～7

どんぐりの家　第１巻～第７巻 山本　おさむ／著 小学館 ｺﾐｯｸ ﾔﾄﾞ 1～7

どんぐりの家　それから 山本　おさむ／著 小学館 ｺﾐｯｸ ﾔﾄﾞ

児童書（読物） ねこと王さま ニック・シャラット／作・絵 徳間書店 933 ｼﾔ

トゲトゲトカゲをつかまえろ！ 赤羽　じゅんこ／作 国土社 F ｱｶ

歌姫フィニーと魔法の水晶 あんびる　やすこ／作・絵 講談社 F ｱﾝ

大どろぼうジャム・パン　〔３〕 内田　麟太郎／作 文研出版 F ｳﾁ 3

おばけのアッチおもっちでおめでとう 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

しょうがくせいのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

天保の虹 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ

ウサギのトリン 高畠　じゅん子／作 小峰書店 F ﾀｶ

森の診療所ものがたり 竹田津　実／作 偕成社 F ﾀｹ

おとのさま、にんじゃになる 中川　ひろたか／作 佼成出版社 F ﾅｶ

かいけつゾロリスターたんじょう 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

七不思議神社　〔２〕 緑川　聖司／作 あかね書房 F ﾐﾄﾞ 2

東大松丸式名探偵コナンナゾトキ探偵団 青山　剛昌／原作 小学館 F

暗号クラブ　１６ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 16

ヤング・シャーロック・ホームズ　ｖｏｌ．６ アンドリュー・レーン／著 静山社 ｽｲﾘ 6

科学探偵ＶＳ．超能力少年 佐東　みどり／作 朝日新聞出版 ｽｲﾘ

児童書（知識） 何のための「教養」か 桑子　敏雄／著 筑摩書房 002

戦場の秘密図書館 マイク・トムソン／著 文溪堂 010

１３歳からの「身になる読書術」探し方・読み方がわかる本 大居　雄一／著 メイツユニバーサルコンテンツ 019

きみを変える５０の名言 佐久間　博／文 汐文社 159

小学校では学べない一生役立つ時間の使い方 齋藤　孝／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159

日本史探偵コナン　シーズン２－５・６ 青山　剛昌／原作 小学館 210 2-5・6

日本を変えた地味スゴ歴史人物伝 伊藤　純郎／監修 高橋書店 281

明智光秀 小和田　哲男／監修 小学館 289 ｱｹ

名探偵コナンＫＯＤＯＭＯ時事ワード　２０２０ 読売ＫＯＤＯＭＯ新聞編集室／編 小学館 304 20

１４歳からの政治入門 池上　彰／著 マガジンハウス 310

ＰＥＡＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥわたしの平和 アリ・ウィンター／文 かもがわ出版 319

ジュニア空想科学読本　１２～１４ 柳田　理科雄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404 12～14

京都の理科ものがたり 「京都の理科ものがたり」研究会／編 日本標準 407

よくわかる！「はたらく細胞」細胞の教科書 清水　茜／メインキャラクターイラスト 講談社 491



児童書（知識） みらいおにぎり 桧山　タミ／著 文藝春秋 596

飛行機のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 687 2

みんなで楽しもう！ＵＤスポーツ　３ 大熊　廣明／監修 文研出版 780 ﾐ 3

絵本 もぐらのほったふかい井戸 安房　直子／作 金の星社 E ｲﾓ

たまたまたまご 内田　麟太郎／文 文研出版 E ｳﾁ

おしょうがつのかみさま おくはら　ゆめ／〔作〕 大日本図書 E ｵｸ

しあわせ 小西　潤 株式会社トリニティーアーツ E ｺﾆ

１０にんのせんにん 佐々木　マキ／〔作〕 フレーベル館 E ｻｻ

チンチラカと大男 片山　ふえ／文 ＢＬ出版 E ｽｽﾞ

めがねうさぎ せな　けいこ／作・絵 ポプラ社 E ｾﾅ

パンダしりとりコアラしりとり 石津　ちひろ／ことば ポプラ社 E ﾀｶ

ライオンさん、ヘアサロンにいく！ ブリッタ・テッケントラップ／ぶん　え ワールドライブラリー E ﾃﾂ

みずたまり アデレイド・ホール／さく 好学社 E ﾃﾞﾕ

おもちさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾖ

カァーカァードタバタ 中村　陽子／作絵 岩崎書店 E ﾅｶ

やさいのがっこう　とうもろこしちゃんのながいかみ なかや　みわ／さく 白泉社 E ﾅｶ

やさいのがっこう　ピーマンくんゆめをみる なかや　みわ／さく 白泉社 E ﾅｶ

犬闘士イヌタウロス なばた　としたか／著 ロクリン社 E ﾅﾊﾞ

ぼく、仮面ライダーになる！　ゼロワン編 のぶみ／さく 講談社 E ﾉﾌﾞ

はじめてのドラえもん 藤子・Ｆ・不二雄／著 小学館 E ﾌｼﾞ

なんだろうなんだろう ヨシタケ　シンスケ／著 光村図書出版 E ﾖｼ

あいぼうはどこへ？ ジョシュ・ファンク／ぶん イマジネイション・プラス E ﾙｲ

映画ひつじのショーン　ＵＦＯフィーバー！ アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E

もし地球に植物がなかったら？ きねふち　なつみ／作 あすなろ書房 E 457

しっぽしっぽだーれ？ 穂高　順也／作 岩崎書店 E 481

ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道　あや／著 ポプラ社 戦争

2月17日～2月25日まで、蔵書点検のため、

休館とさせて頂きます。

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご承知ください。


