
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 流人道中記　上・下 浅田　次郎／著 中央公論新社 F ｱｻ 1・2

絶対猫から動かない 新井　素子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾗ

親方と神様 伊集院　静／著 あすなろ書房 F ｲｼﾞ

よその島 井上　荒野／著 中央公論新社 F ｲﾉ

罪人の選択 貴志　祐介／著 文藝春秋 F ｷｼ

チンギス紀　７ 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 7

怖い患者 久坂部　羊／著 集英社 F ｸｻ

シベリアのバイオリン 窪田　由佳子／著 地湧社 F ｸﾎﾞ

天稟 幸田　真音／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺｳ

君はるか 古関　正裕／著 集英社インターナショナル F ｺｷ

私たちの望むものは 小手鞠　るい／著 河出書房新社 F ｺﾃﾞ

公安狼 笹本　稜平／著 徳間書店 F ｻｻ

鬼棲むところ 朱川　湊人／著 光文社 F ｼﾕ

ダーク・ブルー 真保　裕一／著 講談社 F ｼﾝ

女神のサラダ 瀧羽　麻子／著 光文社 F ﾀｷ

十字架のカルテ 知念　実希人／著 小学館 F ﾁﾈ

透明な夜の香り 千早　茜／著 集英社 F ﾁﾊ

北条氏康　〔１〕 富樫　倫太郎／著 中央公論新社 F ﾄｶﾞ 1

チーム　３ 堂場　瞬一／著 実業之日本社 F ﾄﾞｳ 3

夜がどれほど暗くても 中山　七里／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾅｶ

小説「安楽死特区」 長尾　和宏／著 ブックマン社 F ﾅｶﾞ

できない男 額賀　澪／著 集英社 F ﾇｶ

帝国 花村　萬月／著 講談社 F ﾊﾅ

〈あの絵〉のまえで 原田　マハ／著 幻冬舎 F ﾊﾗ

クスノキの番人 東野　圭吾／著 実業之日本社 F ﾋｶﾞ

青の王 廣嶋　玲子／著 東京創元社 F ﾋﾛ

白の王 廣嶋　玲子／著 東京創元社 F ﾋﾛ

東京ホロウアウト 福田　和代／著 東京創元社 F ﾌｸ

ピエタとトランジ 藤野　可織／著 講談社 F ﾌｼﾞ

ＭＩＳＳＩＮＧ 村上　龍／著 新潮社 F ﾑﾗ



日本の小説 鬼滅の刃　１・２ 吾峠　呼世晴／〔原〕著 集英社 F ﾔｼﾞ 1・2

暴虎の牙 柚月　裕子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾕｽﾞ

外国の小説 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え ジェスミン・ウォード／著 作品社 933.7 ｳｵ

銀をつむぐ者　上・下 ナオミ・ノヴィク／著 静山社 933.7 ﾉﾋﾞ 1・2

最悪の館 ローリー・レーダー＝デイ／著 早川書房 933.7 ﾚﾀﾞ

リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン／著 河出書房新社 949.3 ﾃﾚ

結ばれたロープ ロジェ・フリゾン＝ロッシュ／〔著〕 みすず書房 953.7 ﾌﾘ

女であるだけで ソル・ケー・モオ／著 国書刊行会 995.2 ｹｵ

文庫 茉莉花官吏伝　８ 石田　リンネ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 8

偽装診療 仙川　環／〔著〕 講談社 B F ｾﾝ

慶事の魔 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

霧島から来た刑事 永瀬　隼介／著 光文社 B F ﾅｶﾞ

本所おけら長屋　１３ 畠山　健二／著 ＰＨＰ研究所 B F ﾊﾀ 13

原民喜戦後全小説 原　民喜／〔著〕 講談社 B F ﾊﾗ

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　１２ 望月　麻衣／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾓﾁ 12

メイデーア転生物語　２ 友麻　碧／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 2

悪夢の終わる日 ペニー・ジョーダン／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B 933.7 ｼﾞﾖ

海辺に涙の祈りを ヴィクトリア・ダール／著 原書房 B 933.7 ﾀﾞﾙ

愛という名の支配 田嶋　陽子／著 新潮社 B 367.1 ﾀｱ

空気の発見 三宅　泰雄／〔著〕 角川学芸出版 B 435 ﾐｸ

したたかな植物たち　春夏篇 多田　多恵子／著 筑摩書房 B 471 ﾀｼ

記憶喪失になったぼくが見た世界 坪倉　優介／著 朝日新聞出版 B 916 ﾂﾎﾞ

総記 じぶんの学びの見つけ方 フィルムアート社編集部／編 フィルムアート社 002 ｼﾞ

哲学 じぶん・この不思議な存在 鷲田　清一／著 講談社 104 ﾜｼﾞ

無意識を鍛える 梯谷　幸司／著 フォレスト出版 145.1 ﾊﾑ

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Ｊａｍ／マンガ・文 サンクチュアリ出版 159 ｼﾞﾀ

あなたの夢を叶えもん 高橋　宏和／著 サンマーク出版 159 ﾀｱ

最速で１０倍の結果を出す他力思考 小林　正弥／著 プレジデント社 159.4 ｺｻ

歴史 世界の偉人たちから届いた１０の言葉 波田野　毅／著 ごま書房新社ＶＭ 210.1 ﾊｾ

ゼンリン住宅地図京都府舞鶴市　１・２ ゼンリン 291.6 ｾﾞ

社会科学 サル化する世界 内田　樹／著 文藝春秋 304 ｳｻ

「カエルの楽園」が地獄と化す日 百田　尚樹／著 飛鳥新社 319.2 ﾋｶ

都市指標　平成３０年版 京都府都市統計協議会 R 351.6 ﾄ

おひとりさまの大往生ガイドＢＯＯＫ 村松　静子／監修 主婦の友社 367.7 ｵ

お年寄りにもおはなしを！ 山根　玲子／著 文芸社 369.2 ﾔｵ



社会科学 世界７大教育法に学ぶ才能あふれる子の育て方最高の教科書 おおた　としまさ／著 大和書房 371.5 ｵｾ

探究学舎のスゴイ授業　ｖｏｌ．１ 宝槻　泰伸／著 方丈社 376.8 ﾎﾀ 1

令和時代の子育て戦略 下園　壮太／著 講談社 379.9 ｼﾚ

自然科学 科学哲学講義 森田　邦久／著 筑摩書房 401 ﾓｶ

山の花 木原　浩／著 山と渓谷社 470.3 ｷﾔ

もしも一年後、この世にいないとしたら。 清水　研／著 文響社 494.5 ｼﾓ

脳外科医マーシュの告白 ヘンリー・マーシュ／著 ＮＨＫ出版 494.6 ﾏﾉ

産業医が診る働き方改革 産業医科大学／編 西日本新聞社 498.8 ｻ

技術 環境白書　令和元年度版 京都府環境部環境総務課 京都府環境部環境総務課 R 519.2 ｶ

明日はもっと面白くなるかもしれないじゃない？ 我妻　マリ／著 幻冬舎 589.2 ｱｱ

作ってみませんか新しい服 茅木　真知子／著 文化学園文化出版局 593.3 ｶﾂ

ゴールドワークの小物たち 倉富　喜美代／著 日本文芸社 594.2 ｸｺﾞ

縫い代つき型紙ですぐできる！バッグ＆ポーチ ブティック社 594.7 ﾇ

遅く帰った日の晩ごはん ぐっち夫婦／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ｵ

時短になって節約にもなる！凍ったまま調理でおいしい！下味冷凍おかず 新谷　友里江 扶桑社 596 ｼｼﾞ

今日から料理男子になれる本 オレンジページ 596.0 ｷ

餃子のおんがえし じろまる　いずみ／著 晶文社 596.0 ｼﾞｷﾞ

伝説の家政婦志麻さんがうちに来た！ タサン志麻／著 世界文化社 596.2 ﾀﾃﾞ

産業 奇跡の集落やねだんを取材した日々 山縣　由美子／著 羽鳥書店 601.1 ﾔｷ

０円ＰＲ 笹木　郁乃／著 日経ＢＰ 674 ｻｾﾞ

芸術 青空 真島　昌利／歌詞 現代書館 726.6 ﾎﾞｱ

ロゴのつくりかたアイデア帖 遠島　啓介／著 インプレス 727.8 ﾄﾛ

季節の花おりがみ マーブルプランニング／著 日本文芸社 754.9 ｷ

オーケストラ クリスチャン・メルラン／〔著〕 みすず書房 764.3 ﾒｵ

役者ほど素敵な商売はない 市村　正親／著 新潮社 772.1 ｲﾁ

マンガでわかる能・狂言 マンガでわかる能・狂言編集部／編 誠文堂新光社 773 ﾏ

いいことだけ考える 沢部　ひとみ／著 文藝春秋 775.1 ｲﾁ

マンガでわかる落語 春風亭　昇吉／著 誠文堂新光社 779.1 ｼﾏ

綾瀬はるかｍｅｅｔｓ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ａｔｈｌｅｔｅｓ パナソニック株式会社／編 ＰＨＰ研究所 780.2 ｱ

ラグビー知的観戦のすすめ 廣瀬　俊朗／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 783.4 ﾋﾗ

なんのために勝つのか。 廣瀬　俊朗／著 東洋館出版社 783.4 ﾋﾛ

アベレージ１８０を超える！ボウリング最強入門バイブル 姫路　麗／監修 メイツ出版 783.9 ｱ

ＤＶＤで極める！ボウリングストライク最強マニュアル 川添　奨太／監修 メイツ出版 783.9 ﾃﾞ

ＤＶＤでわかる！勝つボクシング最強のコツ５０ 梅下　新介／監修 メイツ出版 788.3 ﾃﾞ

文学 生きつづけるキキ 斉藤　洋／著 講談社 910.2 ｶﾄﾞ



文学 龍彦親王航海記 礒崎　純一／著 白水社 910.2 ｼﾌﾞ

黄犬交遊抄 ドナルド・キーン／著 岩波書店 914.6 ｷﾝ

笑って生ききる 瀬戸内　寂聴／著 中央公論新社 914.6 ｾﾄ

誰にも相談できません 高橋　源一郎／著 毎日新聞出版 914.6 ﾀｶ

風と双眼鏡、膝掛け毛布 梨木　香歩／著 筑摩書房 914.6 ﾅｼ

夜明けのＭ 林　真理子／著 文藝春秋 914.6 ﾊﾔ

いかがなものか 群　ようこ／著 集英社 914.6 ﾑﾚ

いつでも母と 山口　恵以子／著 小学館 914.6 ﾔﾏ

惚れるマナー 大下　一真／著 中央公論新社 914.6

コミック ノラネコぐんだんコミック 工藤　ノリコ／著 白泉社 ｺﾐｯｸ ｸﾉ

地底国の怪人 手塚　治虫／〔作〕 小学館 ｺﾐｯｸ

児童書（知識） 考える方法 永井　均／著 筑摩書房 002

魚の雨が降ってきた 藤田　能成／文 金の星社 147

ネッシーはいるのか？ 藤田　晋一／文 金の星社 147

ポルターガイスト 船木　妙子／文 金の星社 147

明日は、どうしてくるの？ 栗田　亘／著 講談社 159

モノのねだん事典 大澤　裕司／文 ポプラ社 337

２１世紀を生きる力 木村　泰子／著 水王舎 376

さわるめいろ　２ 村山　純子／著 小学館 378 2

くろはおうさま メネナ・コティン／文 サウザンブックス社 378

ハンガリーのごはん 銀城　康子／文 農山漁村文化協会 383

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

どっちが強い！？クロアナグマｖｓミツアナグマ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.5

グレタのねがい ヴァレンティナ・キャメリニ／著 西村書店 519

ドラえもん探究ワールドネコの不思議 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 645

スーパーマーケット・コンビニエンスストア 青山　由紀／監修 金の星社 673

スーパー戦隊大図鑑デラックス ポプラ社 778.8 ｽ

マンガと動画でうまくなる！少年野球 高島エイト／監修 ナツメ社 783.7 ﾏ

ドラえもん探究ワールド日本語のひみつ 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 810

児童書（読物） まっしょうめん！　〔３〕 あさだ　りん／作 偕成社 F ｱｻ 3

世界一クラブ　〔８〕 大空　なつき／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ 8

はりねずみのルーチカ　〔９〕 かんの　ゆうこ／作 講談社 F ｶﾝ 9

絶望鬼ごっこ　１２・１３ 針　とら／作 集英社 F ﾊﾘ 12・13

トラブル旅行社（トラベル） 廣嶋　玲子／文 金の星社 F ﾋﾛ

ふしぎ町のふしぎレストラン　２ 三田村　信行／作 あかね書房 F ﾐﾀ 2



児童書（読物） オオカミの時間 三田村　信行／著 理論社 F ﾐﾀ

ちょきんばこのたびやすみ 村上　しいこ／さく ＰＨＰ研究所 F ﾑﾗ

ひみつの妖精ハウス６～９ ケリー・マケイン／作 ポプラ社 933 ﾏｹ

ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン・シュルツ／作 徳間書店 943 ｼﾕ

おっちょこ魔女先生 廣嶋　玲子／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ SF

絵本 おこりたくなったらやってみて！ オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ／ぶん・え 主婦の友社 E 141

たまごにいちゃんとげんちゃん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版 E ｱｷ

どうぶつたちのがっこうって？ アン・ウィットフォード・ポール／ぶん 岩崎書店 E ｳｵ

とりあえずありがとう 五味　太郎／作 絵本館 E ｺﾞﾐ

こわくなったらやってみて！ オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ／ぶん・え 主婦の友社 E ｼｱ

ぽめちゃんとだっくすちゃん 柴田　ケイコ／著 白泉社 E ｼﾊﾞ

くすのきだんちのねむりいす 武鹿　悦子／作 ひかりのくに E ｽｴ

わんわんわんわん 高畠　純／作 理論社 E ﾀｶ

ぱかぱかももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾖ

うっかりおじさん エマ・ヴィルケ／作 日野：朔北社 E ﾋﾞﾙ

おおきなおひめさま 三浦　太郎／〔作〕 偕成社 E ﾐｳ

ちいさなおうさま 三浦　太郎／〔作〕 偕成社 E ﾐｳ

春がきたよ、ムーミントロール トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E ﾔﾝ

レナレナ ハリエット・ヴァン・レーク／作 朔北社 E ﾚｸ

らくがきボール 鈴木のりたけとラグビー選手の仲間たち／さく 小学館 E


