
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 泳ぐ者 青山　文平／著 新潮社 F ｱｵ

花下に舞う あさの　あつこ／著 光文社 F ｱｻ

正欲 朝井　リョウ／著 新潮社 F ｱｻ

救急患者Ｘ 麻生　幾／著 幻冬舎 F ｱｿ

植物図鑑 有川　浩／著 角川書店 F ｱﾘ

ことば降る森 井上　さくら／著 西村書店 F ｲﾉ

道連れ彦輔居直り道中 逢坂　剛／著 毎日新聞出版 F ｵｳ

本日も晴天なり 梶　よう子／著 集英社 F ｶｼﾞ

チンギス紀　１０ 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 10

大義 今野　敏／著 徳間書店 F ｺﾝ

クメールの瞳 斉藤　詠一／著 講談社 F ｻｲ

なごり雪 新堂　冬樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾝ

快男児！ 高橋　銀次郎／著 〔東京〕：日経ＢＰ F ﾀｶ

秘境 谷口　雅宣／著 日本教文社 F ﾀﾆ

半逆光 谷村　志穂／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀﾆ

傷痕のメッセージ 知念　実希人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾁﾈ

つまらない住宅地のすべての家 津村　記久子／著 双葉社 F ﾂﾑ

鳴かずのカッコウ 手嶋　龍一／著 小学館 F ﾃｼ

沙林 帚木　蓬生／著 新潮社 F ﾊﾊ

キネマの神様 原田　マハ／著 文藝春秋 F ﾊﾗ

人生脚本 伴　一彦／著 光文社 F ﾊﾞﾝ

新謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉／著 小学館 F ﾋｶﾞ

どの口が愛を語るんだ 東山　彰良／著 講談社 F ﾋｶﾞ

道をたずねる 平岡　陽明／著 小学館 F ﾋﾗ

大一揆 平谷　美樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋﾗ

桜沢如一。１００年の夢。 平野　隆彰／著 アートヴィレッジ F ﾋﾗ

きみの傷跡 藤野　恵美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ

ドキュメント 湊　かなえ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾅ

魂手形 宮部　みゆき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾔ

卑弥呼とよばれた少女 森山　光太郎／著 朝日新聞出版 F ﾓﾘ

Ｓｔｏｒｙ　ｆｏｒ　ｙｏｕ 講談社／編 講談社 F

Ｄａｙ　ｔｏ　Ｄａｙ 講談社／編 講談社 F

外国の小説 複眼人 呉　明益／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 923 ｳ

アウトサイダー　上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933 ｷﾝ 1・2

断絶 リン・マー／著 白水社 933 ﾏ

宇宙の春 ケン・リュウ／著 早川書房 933 ﾘﾕ



外国の小説 アウシュヴィッツで君を想う エディ・デ・ウィンド／著 早川書房 949 ｳｲ

戻ってきた娘 ドナテッラ・ディ・ピエトラントニオ／著 小学館 973 ﾃﾞｲ

ミシンの見る夢 ビアンカ・ピッツォルノ／著 河出書房新社 973 ﾋﾟﾂ

文庫 猫弁 大山　淳子／〔著〕 講談社 B F ｵｵ

青田波 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ

出女の影 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

骨を追え 堂場　瞬一／著 文藝春秋 B F ﾄﾞｳ

大阪のお母さん 葉山　由季／著 潮出版社 B F ﾊﾔ

おしい刑事 藤崎　翔／〔著〕 ポプラ社 B F ﾌｼﾞ

高校事変　１０ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 10

京都寺町三条のホームズ　１６ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 16

太陽は動かない 吉田　修一／〔著〕 幻冬舎 B F ﾖｼ

森は知っている 吉田　修一／〔著〕 幻冬舎 B F ﾖｼ

死との約束 アガサ・クリスティー／著 早川書房 B 933.7 ｸﾘ

山本美香という生き方 山本　美香／著 新潮社 B 289.1 ﾔﾔ

ＴＯＫＹＯ　０円ハウス０円生活 坂口　恭平／著 河出書房新社 B 368.2 ｻﾄ

疲れない脳をつくる生活習慣 石川　善樹／著 三笠書房 B 498.3 ｲﾂ

総記 インターネット　安全・安心ハンドブック 内閣サイバーセキュリティセンター（NISC) 総務省 007.3 ｲ

Ｗｏｒｄ即効ワザ実用事典　完全保存版 日経ＢＰ社 007.6 ﾜ

デジタル時代の国立国会図書館　1998-2018 国立国会図書館七十年記念館史編さん委員会 国立国会図書館 016.1 ﾃﾞ

新・絵本はこころの処方箋 岡田　達信／著 瑞雲舎 019.5 ｵｼ

クリエイターのためのＺＩＮＥのはじめ方 玄光社 021.4 ｸ

コロナとバカ ビートたけし／著 小学館 049 ﾋﾞｺ

日本のＺＩＮＥについて知ってることすべて ばるぼら／編著 誠文堂新光社 051 ﾆ

読売年鑑　２０２１年版 読売新聞東京本社 R 059 ﾖ 21

哲学 むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。 小川　仁志／著 高橋書店 104 ｵﾑ

哲学事典 Ｗ．Ｖ．クワイン／著 筑摩書房 104 ｸﾃ

老子〈全〉 老子／〔撰〕 地湧社 124.2 ﾛﾛ

アイデア・ハンター アンディ・ボイントン／著 日本経済新聞出版社 141.5 ｱ

報徳に生きた人、二宮尊徳 大貫　章／著 ＡＢＣ出版 157.2 ｵﾎ

二宮翁夜話 二宮　尊徳／〔述〕 中央公論新社 157.2 ﾆﾆ

勝間式超スローライフ 勝間　和代／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159 ｶｶ

２０歳のときに知っておきたかったこと ティナ・シーリグ／著 阪急コミュニケーションズ 159 ｼﾆ

猫思考 ナカムラ　クニオ／著 ホーム社 159 ﾅﾈ

実践するドラッカー　思考編 佐藤　等／編著 ダイヤモンド社 159.4 ｻｼﾞ

実践するドラッカー　行動編 佐藤　等／編著 ダイヤモンド社 159.4 ｻｼﾞ

１日１話、読めば心が熱くなる３６５人の仕事の教科書 藤尾　秀昭／監 致知出版社 159.8 ｲ

人生を変える万有「引用」力 齋藤　孝／著 ベストセラーズ 159.8 ｻｼﾞ

イスラム教再考 飯山　陽／著 育鵬社 167 ｲｲ

歴史 世界史のなかの昭和史 半藤　一利／著 平凡社 210.7 ﾊｾ

神々は真っ先に逃げ帰った アンドリュー・バーシェイ／著 人文書院 210.7 ﾊﾞｶ

ヨーロッパ紋切型小事典 パスカル・ドゥテュランス／著 作品社 230 ﾄﾞﾖ

皇室　８９号（令和３年冬） 扶桑社 288.4 ｺ



歴史 はじめての渋沢栄一 渋沢研究会／編 ミネルヴァ書房 289.1 ｼﾌﾞ

ロッテを創った男　重光武雄論 松崎　隆司／著 ダイヤモンド社 289.2 ｼｹﾞ

アインシュタイン１５０の言葉 アインシュタイン／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 289.3 ｱｱ

Ｌａｎｄ　ｌａｎｄ　ｌａｎｄ 岡尾　美代子／著 ギャップ出版 290.9 ｵﾗ

チェコへ行こう！ すげさわ　かよ／絵と文 河出書房新社 293.4 ｽﾁ

社会科学 学問の自由が危ない 佐藤　学／編 晶文社 316.1 ｶﾞ

命がけの証言 清水　ともみ／著 ワック 316.8 ｼｲ

ｓｅｒｉｅｓ田園回帰　３ 農山漁村文化協会 318.6 ｼ

ｓｅｒｉｅｓ田園回帰　５ 農山漁村文化協会 318.6 ｼ

みんなでつくる中国山地　№０のろし号 中国山地編集舎 318.6 ﾐ

フランスではなぜ子育て世代が地方に移住するのか ヴァンソン藤井由実／著 学芸出版社 318.9 ｳﾞﾌ

ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか 高松　平藏／著 学芸出版社 318.9 ﾀﾄﾞ

平和を考えるための１００冊＋α 日本平和学会／編 法律文化社 319.8 ﾍ

資本主義の克服 金子　勝／著 集英社 332.0 ｶｼ

和の国富論 藻谷　浩介／著 新潮社 332.1 ﾓﾜ

未来を変える目標ＳＤＧｓアイデアブック Ｔｈｉｎｋ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ／編著 Ｔｈｉｎｋ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ 333.8 ﾐ

成功はすべてコンセプトから始まる 木谷　哲夫／著 ダイヤモンド社 336.1 ｷｾ

ビジネスモデル２．０図鑑 近藤　哲朗／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336.1 ｺﾋﾞ

ＮＥＷ　ＰＯＷＥＲ ジェレミー・ハイマンズ／著 ダイヤモンド社 336.1 ﾊﾆ

誰もが人を動かせる！ 森岡　毅／著 日経ＢＰ 336.3 ﾓﾀﾞ

欲望の経済を終わらせる 井手　英策／著 集英社インターナショナル 342.1 ｲﾖ

京都府統計書　令和元年 京都府政策企画部企画統計課／編集 京都府政策企画部企画統計課 R 351.6 ｷ

一生折れない自信がつく話し方 青木　仁志／著 アチーブメント出版 361.4 ｱｲ

ローカルメディアのつくりかた 影山　裕樹／著 学芸出版社 361.4 ｶﾛ

地方消滅の罠 山下　祐介／著 筑摩書房 361.7 ﾔﾁ

フィールドワーク 佐藤　郁哉／著 新曜社 361.9 ｻﾌ

ベーシック・インカム入門 山森　亮／著 光文社 364 ﾔﾍﾞ

在宅ひとり死のススメ 上野　千鶴子／著 文藝春秋 367.7 ｳｻﾞ

賢く安心な、おひとりさまの終い方 宝島社 367.7 ｶ

災害がほんとうに襲った時 中井　久夫／〔著〕 みすず書房 369.3 ﾅｻ

逆境力 パトリック・ハーラン／著 ＳＢクリエイティブ 369.4 ﾊｷﾞ

ことばが子どもの未来をひらく 村田　栄一／著 筑摩書房 370.4 ﾑｺ

元芸人が教える「笑って学ぶ」小学校理科 福岡　亮治／著 東洋館出版社 375.4 ﾌﾓ

地元を再発見する！手書き地図のつくり方 手書き地図推進委員会／編著 学芸出版社 379 ｼﾞ

独学大全 読書猿／著 ダイヤモンド社 379.7 ﾄﾞﾄﾞ

和歌山県の祭りと民俗 和歌山県民俗芸能保存協会／編 東方出版 386.1 ﾜ

民謡とは何か？ 島添　貴美子／著 音楽之友社 388.9 ｼﾐ

自然科学 まいにち植物 藤田　雅矢／著 ＷＡＶＥ出版 470.4 ﾌﾏ

おしゃべりな腸 ジュリア・エンダース／著 サンマーク出版 491.3 ｴｵ

「腸内細菌」が健康寿命を決める 辨野　義己／著 集英社インターナショナル 491.7 ﾍﾞﾁ

自然科学 ひざ痛　変形性膝関節症自力でよくなる！ひざの名医が教える最新１分体操大全 文響社 494.7 ﾋ

眼圧リセット 清水　ろっかん／著 飛鳥新社 496 ｼｶﾞ

自然が正しい モーリス・メセゲ／著 地湧社 498.5 ﾒｼ



技術 フランスの地方都市にはなぜシャッター通りがないのか ヴァンソン藤井由実／著 学芸出版社 518.8 ｳﾞﾌ

沈黙の春 レイチェル・カーソン／著 新潮社 519 ｶﾁ

いちばん大事なこと 養老　孟司／著 集英社 519 ﾖｲ

現場とつながる学者人生 石田　紀郎／著 藤原書店 519.0 ｲｹﾞ

環境白書　令和２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

里山学のすすめ 丸山　徳次／編 昭和堂 519.8 ｻ

仕事をつくる 安藤　忠雄／著 日本経済新聞出版社 523.1 ｱｼ

原発事故１０年目の真実 菅　直人／著 幻冬舎 543.5 ｶｹﾞ

石見銀山四季暮らしものづくり いなとみ　のえ／著 繊研新聞社 589.2 ｲｲ

おたのしみ歳時記 杉浦　さやか／著 ワニブックス 590 ｽｵ

ものは捨てても、ワタシは「好き」を捨てられない ｍａｍｉ／著 インプレス 590 ﾏﾓ

かわいい背守り刺繍 堀川　波／著 誠文堂新光社 594.2 ﾎｶ

切り方ずかん　保存版 オレンジページ 596 ｷ

手軽なごはん・パン・麺料理（点字図書）　上・下巻 こいけ　けいこ すこやか食生活協会 596 ｺﾃ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

一品完結！山ごはん厳選レシピ 山と渓谷社 山と渓谷 596.4 ｲ

心の中がグチャグチャで捨てられないあなたへ ブルックス・パーマー／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 597.5 ﾊﾟｺ

最新忙しいママ＆パパのためのフリージング離乳食 太田　百合子／監修 ベネッセコーポレーション 599.3 ｻ

産業 地域再生 豊重　哲郎／著 出版企画あさんてさーな 601.1 ﾄﾁ

未来への卵 かみえちご山里ファン倶楽部 かみえちご地域資源機構 601.1 ﾐ

新しい小農 萬田　正治／監修 創森社 610.4 ｱ

自然農 川口　由一／著 晩成書房 610.4 ｶｼ

よくわかる国連「家族農業の１０年」と「小農の権利宣言」 小規模・家族農業ネットワーク・ジャパン／編 農山漁村文化協会 611.1 ﾖ

シティ・ファーマー ジェニファー・コックラル＝キング／著 白水社 611.4 ｺｼ

都市と地方をかきまぜる 高橋　博之／著 光文社 611.4 ﾀﾄ

アグリビジネス進化論 トーマツ・農林水産業ビジネス推進室／著 プレジデント社 611.7 ｱ

菜園家族２１ 小貫　雅男／著 コモンズ 611.9 ｵｻ

コンテキスター見聞記 田中　文夫 田中文脈研究所 611.9 ﾀｺ

タネの未来 小林　宙／著 家の光協会 615.2 ｺﾀ

自立農力 尾崎　零／著 家の光協会 615.7 ｵｼﾞ

上山集楽物語 英田上山棚田団出版プロジェクトチーム／編・著 吉備人出版 616.2 ｳ

森と海を結ぶ菜園家族 小貫　雅男／著 人文書院 621.7 ｵﾓ

すべては宇宙の采配 木村　秋則／著 東邦出版 625.2 ｷｽ

ひょうごの在来作物 ひょうごの在来種保存会／編著 神戸新聞総合出版センター 626 ﾋ

ひみつの植物 藤田　雅矢／著 ＷＡＶＥ出版 627 ﾌﾋ

いのちを守るドングリの森 宮脇　昭／著 集英社 653.4 ﾐｲ

マーケットでまちを変える 鈴木　美央／著 学芸出版社 673.7 ｽﾏ

私は夢中で夢をみた 石村　由起子／著 文藝春秋 673.9 ｲﾜ

コンセプトのつくり方 山田　壮夫／著 朝日新聞出版 675.3 ﾔｺ

カラーボールペン画入門 オガワ　ヒロシ／著 日貿出版社 725.6 ｵｶ

芸術 おまんのモノサシ持ちや！ 篠原　匡／著 日本経済新聞出版社 727.0 ｼｵ

おりがみ王子のカワイイ！けれど難しすぎるおりがみ 有澤　悠河／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 754.9 ｱｵ

高雅な折り紙 山口　真／著 ナツメ社 754.9 ﾔｺ



芸術 秀麗な折り紙 山口　真／著 ナツメ社 754.9 ﾔｼ

新世代至高のおりがみ 山口　真／著 西東社 754.9 ﾔｼ

端正な折り紙 山口　真／著 ナツメ社 754.9 ﾔﾀ

東欧音楽夜話 伊東　信宏／著 音楽之友社 762.3 ｲﾄ

ワンランク上のピアノソロネット神曲大集合ベスト３０ デブロＭＰ 株式会社デブロ M 763 ﾜ

炎炎ノ消防隊／ピアノ・ソロ・アルバム ドレミ楽譜出版社 M 763.2 ｴ

大人のための歌謡曲大全集　〔２０２１〕 ケイ・エム・ピー M 763.2 ｵ

ザ・歌伴　胸に沁みる昭和懐メロ編 奥山　清／編曲 全音楽譜出版社 M 763.2 ｻﾞ

小・中学生のピアノ・ソロめちゃ人気ソング シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｼ

ＣＤとセッション！アドリブいらずのジャズるピアノ　ジブリ・ジャズ 湯川　徹／編曲・音源制作 全音楽譜出版社 M 763.2 ｼ

ＣＤとセッション！アドリブいらずのジャズるピアノ　ハードボイルドな映画＆テレビテーマ 湯川　徹／編曲・音源制作 全音楽譜出版社 M 763.2 ｼ

絶賛アレンジで魅せる人気バラードナンバー シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｾﾞ

TANGO FOR TWO（タンゴ・フォー・トゥー） 全音楽譜出版社 M 763.2 ﾀ

男性が弾きたいピアノ・ソロ人気＆定番Ｊ－ＰＯＰ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 ﾀﾞ

中学生＆高校生のピアノ・ソロ人気ヒットＪ－ＰＯＰソングス シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾁ

中学生＆高校生のピアノ・ソロ　ネット発の超人気ヒットソングス シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾁ

２０代の人気バラード＆恋うたヒットリスト シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾆ

ピアニストが弾きたい！映画音楽名曲集　決定版 デプロＭＰ M 763.2 ﾋﾟ

ピアノソロ　魅惑のタンゴアルバム 岩崎　浤之 オンキョウパブリッシュ M 763.2 ﾋﾟ

あるヴァイオリンの旅路 フィリップ・ブローム／〔著〕 法政大学出版局 763.4 ﾌﾞｱ

ギターで奏でる大人の歌謡メロディ５０ 鈴木　たけつぐ／アレンジ ドリーム・ミュージック・ファクトリー M 763.5 ｷﾞ

フルートで奏でる日本のうた名曲選 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.7 ﾌ

何のために生きるのか？ Ｊ．Ｙ．Ｐａｒｋ／著 早川書房 767.8 ﾊﾟｸ

浪花節で生きてみる！ 玉川　奈々福／著 さくら舎 779.1 ﾀﾅ

箱根駅伝ノート 酒井　政人／著 ベストセラーズ 782.3 ｻﾊ

マスターズで勝つ！大人の卓球 長谷部　攝／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 783.6 ﾏ

宇城憲治が自在にする「気」とは何か 宇城　憲治／著 どう出版 789 ｳｳ

気によって解き明かされる心と身体の神秘 宇城　憲治／著 どう出版 789 ｳｷ

言語 エコトバ 電通ＥＣＯプロジェクト／編 小学館 810.4 ｴ

文学 〈読んだふりしたけど〉ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法 三宅　香帆／著 笠間書院 901.3 ﾐﾖ

幸福に驚く力 清水　眞砂子／著 かもがわ出版 909 ｼｺ

物語のものがたり 梨木　香歩／著 岩波書店 909.3 ﾅﾓ

日本の文脈 内田　樹／著 角川書店 914 ｳﾆ

大人の流儀　１０ 伊集院　静／著 講談社 914.6 ｲｼﾞ 10

こころの散歩 五木　寛之／著 新潮社 914.6 ｲﾂ

さよなら、ながいくん。 川上　弘美／著 平凡社 914.6 ｶﾜ

ここじゃない世界に行きたかった 塩谷　舞／著 文藝春秋 914.6 ｼｵ

ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野　綾子／著 ポプラ社 914.6 ｿﾉ

Ｇｏ　Ｔｏマリコ 林　真理子／著 文藝春秋 914.6 ﾊﾔ

歴史探偵忘れ残りの記 半藤　一利／著 文藝春秋 914.6 ﾊﾝ

嘘かまことか 平岩　弓枝／著 文藝春秋 914.6 ﾋﾗ

命とられるわけじゃない 村山　由佳／著 ホーム社 914.6 ﾑﾗ

小福ときどき災難 群　ようこ／著 集英社 914.6 ﾑﾚ



文学 むしろ、考える家事 山崎　ナオコーラ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914.6 ﾔﾏ

誰だって誰かのヒーローになれる 広岡　真生／著 言叢社 916 ﾋﾛ

妄想国語辞典　〔１〕 野澤　幸司／著 扶桑社 917 ﾉｻﾞ 1

佐野洋子とっておき作品集 佐野　洋子／著 筑摩書房 918.6 ｻｻ

講座近代日本と漢学　第８巻 戎光祥出版 920.4 ｺ

風をつかまえた少年 ウィリアム・カムクワンバ／著 文藝春秋 936 ｶｶ

彼自身によるロラン・バルト ロラン・バルト／著 みすず書房 950.2 ﾊﾞｶ

郷土 動乱の世から太平の世へ 公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター A 216.2 ﾄﾞ

田中角栄のふろしき 前野　雅弥／著 日本経済新聞出版社 A 289.1 ﾏﾀ

福祉に生きた長官 西澤　龍男 天声社 A 369.0 ﾆﾌ

明治３０年代における近藤九一郎の統合的教授について 樋口　とみ子 評価学会 A 375.7 ﾒ

ＦＡヤマセミの会　１５周年記念誌 ＦＡヤマセミの会 ＦＡヤマセミの会 A 488.2 ｴ

歌集　気迫 横山　季由／著 現代短歌社 A 911.1 ﾖｷ

コミック 学研まんが三国志　１ 〔羅　貫中／原作〕 学研プラス ｺﾐｯｸ 1～6

児童書（知識） 歴史探偵Ｋのタイムワープ 一式　まさと／マンガ 朝日新聞出版 210

伊根浦ものがたり 伊根浦舟屋群等保存会 伊根町 [伊根浦舟屋群等保存会] 216

北里柴三郎 たから　しげる／文 あかね書房 289 ｷﾀ

どっちが強い！？Ｘ　６ エアーチーム／まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404 6

ざんこく探偵の生きもの事件簿 一日一種／絵 山と溪谷社 460

はたらく細胞めくって学べる！からだのしくみ 講談社／編 講談社 491

世界の働くくるま図鑑　上・下巻 スタジオタッククリエイティブ 537 

ポテトスナックここが知りたい！ くろにゃこ。／まんが 文藝春秋企画出版部 588

お菓子はすごい！ 柴田書店／編 柴田書店 596

農業という仕事 大江　正章／著 岩波書店 610

まんが農業ビジネス列伝　６・９ 農林水産省中国四国農政局／企画・監修 家の光協会 611

おしりダンディ　ザ・ヤング トロル／〔原案・監修〕 集英社 726.1 ｵ

かこさとし 鈴木　愛一郎／文 あかね書房 726.6 ｽｶ

恐竜大集合！まちがいさがし 大河原　一樹／作・絵 高橋書店 798.3 ｷ

魔法つかいの弟子 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ／作 理論社 941

児童書（読物） 世界一クラブ　〔１１〕 大空　なつき／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ 11

ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤　ノリコ／著 白泉社 F ｸﾄﾞ

ほねほねザウルス　２４ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F ｸﾞﾙ 24

がっこうのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

星のカービィ　カービィファイターズ宿命のライバルたち！！ 高瀬　美恵／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

星のカービィ　メタナイトと黄泉の騎士 高瀬　美恵／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

わたし、パリにいったの たかどの　ほうこ／著 のら書店 F ﾀｶ

野原できみとピクニック 濱野　京子／著 偕成社 F ﾊﾏ

ベランダに手をふって 葉山　エミ／作 講談社 F ﾊﾔ

はんぴらり！　１・２ 廣嶋　玲子／作 童心社 F ﾋﾛ 1・2

十年屋　５ 廣嶋　玲子／作 静山社 F ﾋﾛ 5

絶体絶命ゲーム　９ 藤　ダリオ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ 9

一年生なんだもん 村上　しいこ／さく 学研プラス F ﾑﾗ

クルミ先生とまちがえたくないわたし 令丈　ヒロ子／作 ポプラ社 F ﾚｲ



絵本 いきものづくしものづくし　１・２ 松岡　達英／〔ほか作〕 福音館書店 E 031 1・2

恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川　みつひろ／作・絵 小峰書店 E 457

むしのずかん 雨宮　尚子 白泉社 E 486

オサム 谷川　俊太郎／文 童話屋 E ｱﾍﾞ

ありがとう 谷川　俊太郎／詩 講談社 E ｴｶﾞ

おかしのずかん 大森　裕子／作 白泉社 E ｵｵ

うさぎのパンやさんのいちにち かこ　さとし／著 復刊ドットコム E ｶｺ

ありえない！ エリック・カール／作 偕成社 E ｶﾙ

さくららら 升井　純子／文 アリス館 E ｺﾃﾞ

クマとオオカミ ダニエル・サルミエリ／さく 評論社 E ｻﾙ

しろくまきょうだいのおかいもの ｓｅｒｉｃｏ 白泉社 E ｾﾘ

めがねがね ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく ひさかたチャイルド E ﾂﾍﾟ

そらいろ男爵 ジル・ボム／文 主婦の友社 E ﾃﾞﾃﾞ

気のいいバルテクとアヒルのはなし クリスティーナ・トゥルスカ／作・絵 徳間書店 E ﾄｳ

ももんちゃんどこへいくのかな？ とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾖ

バルバルさん　きょうはこどもデー 乾　栄里子／文 福音館書店 E ﾆｼ

ぼく、仮面ライダーになる！　セイバー編 のぶみ／さく 講談社 E ﾉﾌﾞ

しげちゃんのはつこい 室井　滋／作 金の星社 E ﾊｾ

こいのぼりセブン もとした　いづみ／作 世界文化ワンダークリエイト E ﾌｸ

おいでおいで… 中村　まさみ／作 金の星社 E ﾏﾂ

むしゃむしゃたべたらおいしいぞ みやにし　たつや／作・絵 鈴木出版 E ﾐﾔ

ぽかぽかぐ～ん 角野　栄子／作 小学館 E ﾖｼ

紙芝居 入れ札　作品№１９ 川尻　亜美 紫織屋 K

おおきくなったら とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

恩讐の彼方に　作品№２ 川尻　亜美 紫織屋 K

五重塔　作品№９ 川尻　亜美 紫織屋 K

最後の一句　作品№１５ 川尻　亜美 紫織屋 K

山月記　作品№３ 川尻　亜美 紫織屋 K

俊寛　作品№１２ 川尻　亜美 紫織屋 K

「新今昔物語」六宮姫君　作品№７ 川尻　亜美 紫織屋 K

トロッコ　作品№２１ 川尻　亜美 紫織屋 K

裸川　作品№１７ 川尻　亜美 紫織屋 K

ぴかっ！ごろごろおにのパンツ 長野　ヒデ子／脚本・絵 童心社 K

蛍　作品№１３ 川尻　亜美 紫織屋 K

宮本武蔵　作品№２３ 川尻　亜美 紫織屋 K

名人伝　作品№１４ 川尻　亜美 紫織屋 K

雪女　作品№１６ 川尻　亜美 紫織屋 K

夢十夜　作品№８ 川尻　亜美 紫織屋 K



季刊〈あっと〉　１４号 オルター・トレード・ジャパン　『ａｔ』編集室／編集 太田出版 A 051.3 ｷ

みんなの楽しい修行 中野　民夫／著 春秋社 A 159 ﾅﾐ

ぶれない「自分の仕事観」をつくるキーワード８０ 村山　昇／〔著〕 クロスメディア・パブリッシング A 159.4 ﾑﾌﾞ

ニッポンの嵐 嵐／〔編〕 Ｍ．Ｃｏ． A 291 ﾆ

あやべ大好きＢＯＯＫ ねじっとくんとみんなでつくるあやべ大好きＢＯＯＫ編集委員会／編 ポプラ社 A 291.6 ｱ

ふるさとＮＥＸＴ 京都新聞社／編 京都新聞出版センター A 291.6 ﾌ

未来を変えるための３３のアイデア 羽生　善治／〔ほか述〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン A 304 ﾐ

地域公共人材図鑑 地域公共人材開発機構／編 公人の友社 A 318 ﾁ

驚きの地方創生「京都・あやべスタイル」 蒲田　正樹／著 扶桑社 A 318.6 ｶｵ

ダブルキャリア 荻野　進介／著 日本放送出版協会 A 366.2 ｵﾀﾞ

ｓｅｒｉｅｓ田園回帰　６ 農山漁村文化協会 A 318.6 ｼ

ふるさとを元気にする仕事 山崎　亮／著 筑摩書房 A 318.8 ﾔﾌ

驚きの地方創生「京都・あやべスタイル」 蒲田　正樹／著 扶桑社 A 318.6 ｶｵ

ボランタリーコミュニティ 農山漁村文化協会 A 361.7 ﾎﾞ

仕事のエッセンス 西　きょうじ／著 毎日新聞出版 A 366 ﾆｼ

自分の仕事を考える３日間　１ 西村　佳哲／著 弘文堂 A 366.0 ﾆｼﾞ

就職しない生き方 古川　健介／〔ほか著〕 インプレスジャパン A 366.2 ｼ

むすび　２０１３年２月　№６４１ 正食協会発行 A 498.5 ﾑ

むすび　２０１８年１月　№７００ 正食協会発行 A 498.5 ﾑ

地球リポート Ｔｈｉｎｋ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈプロジェクト／編 アサヒビール A 519.0 ﾁ

幸せな未来のつくり方 枝廣　淳子／著 海象社 A 519 ｼ

持続可能な社会をめざす８人のライフスタイル 名倉　幸次郎／著 白水社 A 519.0 ﾅｼﾞ

環境・文化・未来創造 奥谷　三穂／編著 芙蓉書房出版 A 519.1 ｵｶ

新建築　２７９ 新建築社 A 520.5 ｼ

田舎暮らしの本　２００４年１月 宝島社 A 527 ｲ

希望と幸せを創造する社会へ 望月　照彦 飯田：日本紀行 A 601 ﾓｷ

田園サスティナブルライフ 中島　恵理／著 学芸出版社 A 601.1 ﾅﾃﾞ

農のある人生 瀧井　宏臣／著 中央公論新社 A 610.4 ﾀﾉ

土から平和へ 塩見直紀と種まき大作戦／編著 コモンズ A 610.4 ﾂ

日本農業への問いかけ 桑子　敏雄／著 ミネルヴァ書房 A 610.4 ﾆ

農に人あり志あり 岸　康彦／編 創森社 A 610.4 ﾉ

青年帰農 農山漁村文化協会 A 611.7 ｾ

栄養と料理　２００４年１月号 女子栄養大学出版部 A 611.9 ｴ

栄養と料理　２００７年９月号 女子栄養大学出版部 A 611.9 ｴ

京の田舎ぐらし 京の田舎ぐらし・ふるさとセンター／編 京都新聞出版センター A 611.9 ｷ

建築雑誌　２０１０年６月号 日本建築学会 A 611.9 ｹ

元気な地域のヒミツ 公職研 A 611.9 ｹﾞ

綾部発半農半Ｘな人生の歩き方８８ 塩見　直紀／著 東遊タイム出版 A 611.9 ｼｱ

半農半Ｘという生き方 塩見　直紀／著 ソニー・マガジンズ A 611.9 ｼﾊ

半農半Ｘ的幸福之路８８種實踐的方式 塩見　直紀 天下遠見出版股份有限公司 A 611.9 ｼﾊ

半農半X的生活-順從自然-實踐天賦 塩見　直紀／著 台北：天下遠見 A 611.9 ｼﾊ

半農半Ｘという生き方　実践編 塩見　直紀／著 ソニー・マガジンズ A 611.9 ｼﾊ

塩見直樹様から寄贈して頂いた半農半Ⅹ関連資料のリスト



半農半Ｘという生き方 塩見　直紀／著 ソニー・マガジンズ A 611.9 ｼﾊ

半農半Xという生き方　実践編 塩見　直紀 半農半Ｘパブリッシング A 611.9 ｼﾊ

半農半Ｘ的幸福之路８８種實踐的方式 塩見　直紀 天下遠見出版股份有限公司 A 611.9 ｼﾊ

半农半X的生活 盐见　直纪 华东师范大学出版社 A 611.9 ｼﾊ

반농반X의 삶 시오미 나오키 더숲 A 611.9 ｼﾊ

半农半X的幸福之路88种实践的方式 盐见直纪 天下遠見出版股份有限公司 A 611.9 ｼﾊ

半农半X的生活 盐见　直纪 华东师范大学出版社 A 611.9 ｼﾊ

実践者が語る半農半Ｘのいまとこれから 塩見　直紀／吉度　ちはる 東よもぎ書店 A 611.9 ｼﾞ

田園立国 日本農業新聞取材班／著 創森社 A 611.9 ﾃﾞ

半農半Ｘの種を播く 塩見直紀と種まき大作戦／編著 コモンズ A 611.9 ﾊ

半農半Ｘという生き方を読んで作ったダイアグラムブック 大角　咲絵 京都造形芸術大学空間演出デザイン学科プロダクトデザインコース A 611.9 ﾊ

ｐｅｏｐｌｅ　ｔｒｅｎｄｓ　ＭＡＧＡＺＩＮＥ　２００８年６月号 Ｐｅｏｐｌｅ　Ｔｒｅｎｄｓ　Ｐｔｅ．Ｌｔｄ． A 611.9 ﾋﾟ

分権型社会を拓く自治体の試みとＮＰＯの多様な挑戦　第１５号 龍谷大学大学院地域公共人材総合研究プログラム 龍谷大学大学院 A 611.9 ﾌﾞ

ＭＯＫＵ　２０１５年６月号 ＭＯＫＵ A 611.9 ﾓ

遊時適　VOL．３　夏号 千都出版 A 611.9 ﾕ

ムラは問う 中国新聞「ムラは問う」取材班／著 農山漁村文化協会 A 612.2 ﾑ

農力検定テキスト 金子　美登／ほか〔著〕 コモンズ A 626.9 ﾉ

蚕業遺産×ミュージアム 京都府立丹後郷土資料館 京都府立丹後郷土資料館 A 632.1 ｻ

Ｊａｐａｎ’ｓ　Ｂｅｓｔ“Ｓｈｏｒｔ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　ｔｏ　Ｆｅｅｌｉｎｇｓ” Ｐａｔｒｉｃｉａ　Ｊ．Ｗｅｔｚｅｌ／〔訳〕 Ｍａｒｕｏｋａ‐ｃｈｏ　Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ A 816.8 ｼﾞ

日本一短い手紙「喜怒哀楽」 福井県丸岡町／編 角川書店 A 816.8 ﾆ

手のひらの宇宙　№３ ２３の手のひらの宇宙・人 あうん社 A 914 ﾃ

ＳＯＬＡＲ　ＪＯＵＲＮＡＬ　２０１４年８月号増刊 アクセルインターナショナル A 611.9 ｿ

Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ａ　ｔｏ　Ｚ 生野　翔子／〔著〕 講談社 B 295.3 ｲﾆ

ソウルＡ　ｔｏ　Ｚ 尹　学準／〔ほか〕編 集英社 B 302.2 ｿ

英単語記憶術 岩田　一男／著 筑摩書房 B 834 ｲｴ

人間的なアルファベット 丸谷　才一／〔著〕 講談社 B 914 ﾏﾆ

新編悪魔の辞典 ビアス／著 岩波書店 B 937 ﾋﾞｼ

紋切型辞典 フローベール／著 岩波書店 B 957 ﾌﾓ

恋愛Ａ　ｔｏ　Ｚ 梅田　みか／〔著〕 角川書店 152.1 ｳﾚ

ＨＡＰＰＹ〓ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ バーバラ植村／著 光文社 159 ｳﾊ

猫思考 ナカムラ　クニオ／著 ホーム社 159 ﾅﾈ

モチベーションアップＡ　ｔｏ　Ｚ 原田　陽平／著 カシオペア出版 159 ﾊﾓ

ロンドンＡ　ｔｏ　Ｚ 小林　章夫／著 丸善 233.3 ｺﾛ

Ｌａｎｄ　ｌａｎｄ　ｌａｎｄ 岡尾　美代子／著 ギャップ出版 290.9 ｵﾗ

京都のこころＡ　ｔｏ　Ｚ 木村　衣有子／編著 ポプラ社 291.6 ｷｷ

滋賀のＡＢＣ 京阪神エルマガジン社 291.6 ｼ

ロンドンＡ　ｔｏ　Ｚ 楠本　まき／著 祥伝社 293.3 ｸﾛ

London A-Z LONDON：Geographers 293.3 ﾛ

チェコＡ　ｔｏ　Ｚ 鈴木　海花／著 ブルース・インターアクションズ 293.4 ｽﾁ

かわいいロシアのＡ　ｔｏ　Ｚ 井岡　美保／著 青幻舎 293.8 ｲｶ

ジャマイカ＆レゲエＡ　ｔｏ　Ｚ　〔２０１０〕増補改訂版 ＴＯＫＹＯ　ＦＭ出版 295.9 ｼﾞ

塩見直樹様から寄贈して頂いたAtoZ関連資料のリスト



フィンランドを知るためのキーワードＡ　ｔｏ　Ｚ 日本フィンランドデザイン協会／著 ネコ・パブリッシング 302.3 ﾌ

アメリカ生活Ａ　ｔｏ　Ｚ 五月女　光弘／著 丸善 302.5 ｻｱ

ニュージーランドＡ　ｔｏ　Ｚ 池本　健一／著 丸善 302.7 ｲﾆ

オーストラリアＡ　ｔｏ　Ｚ 堀　武昭／著 丸善 302.7 ﾎｵ

ｗｉｔｈ　ｃａｓａ　Ｎｏ．３（２０１２Ａｕｔｕｍｎ） カーサプロジェクト 527.0 ｳ

ロボットＡ　ｔｏ　Ｚ 山藤　和男／著 オーム社 548.3 ﾔﾛ

おしゃれライフＡ　ｔｏ　Ｚ 横森　美奈子／著 日本放送出版協会 589.2 ﾖｵ

和的 松田　行正／著 ＮＴＴ出版 702.1 ﾏﾜ

Ａ　ｔｏ　Ｚ 奈良　美智／〔作〕 フォイル 708.7 ｴ

スヌーピーのひみつＡ　ｔｏ　Ｚ チャールズ・Ｍ．シュルツ／著 新潮社 726.1 ｽｼ

ゾンビで学ぶＡ　ｔｏ　Ｚ ポール・ルイス／著 小鳥遊書房 726.6 ﾗｿﾞ

デザインのひきだし　６ グラフィック社編集部／編 グラフィック社 727.0 ﾃﾞ

ダイヤモンドＡ　ｔｏ　Ｚ 岩田　裕子／著 東京書籍 755.3 ｲﾀﾞ

ＴＩＦＦＡＮＹ　Ａ　ｔｏ　Ｚ 幻冬舎 755.3 ﾃ

モダン・デザインのすべてＡ　ｔｏ　Ｚ キャサリン・マクダーモット／著 スカイドア 757 ﾏﾓ

ＯＳＡＭＵ’Ｓ　Ａ　ｔｏ　Ｚ 原田　治／著 亜紀書房 757.0 ﾊｵ

ゴスペルＡ　ｔｏ　Ｚ ＴＯＫＹＯ　ＦＭ出版 767.8 ｺﾞ

Ｒｕｎｎｉｎｇ　Ｓｔｙｌｅ　Ｖｏｌ．１１７ 〓出版社 782 ﾗ

知的シングルになるためのゴルフ語源辞典 田代　靖尚／著 日本経済新聞出版社 783.8 ﾀﾁ

キャンプテクニックＡ　ｔｏ　Ｚ ガルヴィ編集部／編集 実業之日本社 786.3 ｷ

実戦ヌンチャクＡ　ｔｏ　Ｚ ヌンチャクアーティスト宏樹／著 ＢＡＢジャパン 789.4 ﾇｼﾞ

ザ・ビリヤードＡ　Ｔｏ　Ｚ　プラクティス編 人見　謙剛／著 ＢＡＢジャパン出版局 794 ﾋｻﾞ

アルファベットの事典 ローラン・プリューゴープト／著 創元社 801.1 ﾌﾟｱ

英語のことば遊びコレクションＡ　ｔｏ　Ｚ 小林　薫／著 研究社 830.4 ｺｴ

ＲＯＶＡのフレンチカルチャーＡ　ｔｏ　Ｚ 小柳　帝／著 アスペクト 850.4 ｺﾛ

ユリイカ　第３６巻第８号 青土社 901.1 ﾕ

まいにち薔薇いろ田辺聖子Ａ　ｔｏ　Ｚ 田辺　聖子／〔ほか〕著 集英社 910.2 ﾀﾅ

赤毛のアンＡ　ｔｏ　Ｚ 奥田　実紀／著 東洋書林 933 ｵｱ

身につく英語のためのＡ　ｔｏ　Ｚ 行方　昭夫／著 岩波書店 830 ﾅﾐ

1956年（昭和34年）にはじまった「こどもの読書週間」。

第１回は、日本書籍出版協会児童書部会が中心となって開催した「こども読書週間」（４月27日～５月10

日）です。この年は、ポスターではなくしおりを作成し、東京都内の書店やデパートで配布したと記録され

ています。1959年11月に読進協が発足したので、翌1960年の第２回より、読書推進運動協議会が主催

団体となり、名称を「こどもの読書週間」、期間を５月１日～14日（こどもの日を含む２週間）と定めま

した。

「こどもの読書週間」は２０００年の「子ども読書年」を機に、現在の４月２３日～５月12日の約3週間

に期間を延長しました。4月から5月にかけては、「国際子どもの本の日（4月2日）」「サン・ジョルディ

の日（4月23日）」などの記念日も多く、また2001年12月に公布・施行の「子ども読書活動推進法」に

より4月23日が「子ども読書の日」となった影響もあって、「こどもの読書週間」は年々大きな盛り上が

りをみせています。



塩見直紀様より寄贈

本をいただきました。

この度、塩見直紀様より、『半農半Ⅹ』に関する自身の著書や関連本と、

近年手がけてこられた『Ａ ｔｏ Ｚ』の手法に関する本や制作に携わった

数々の冊子などを２０２冊寄贈していただきました。

今までは分類の関係でバラバラに並べていましたが、郷土資料の一角

に塩見直紀様コーナーを新設しましたので、ぜひご利用ください。

塩見直紀様、たくさんの寄贈をありがとうございます。大切に使わせて

いただきます。


