
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 同志少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬／著 早川書房 F ｱｲ

マンモスの抜け殻 相場　英雄／著 文藝春秋 F ｱｲ

黒白の一族 明野　照葉／著 光文社 F ｱｹ

彼女が好きなものはホモであって僕ではない 浅原　ナオト／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｻ

ここはとても速い川 井戸川　射子／著 講談社 F ｲﾄﾞ

ひとりでカラカサさしてゆく 江國　香織／著 新潮社 F ｴｸ

薔薇色の門　誘惑 遠藤　周作／著 河出書房新社 F ｴﾝ

一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一／著 集英社 F ｵﾂ

愚かな薔薇 恩田　陸／著 徳間書店 F ｵﾝ

チンギス紀　１２ 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 12

組曲わすれこうじ 黒田　夏子／著 新潮社 F ｸﾛ

女性失格 小手鞠　るい／著 文藝春秋 F ｺﾃﾞ

アスベストス 佐伯　一麦／著 文藝春秋 F ｻｴ

偽装同盟 佐々木　譲／著 集英社 F ｻｻ

ブラザーズ・ブラジャー 佐原　ひかり／著 河出書房新社 F ｻﾊ

答えは風のなか 重松　清／著 朝日出版社 F ｼｹﾞ

真夜中のマリオネット 知念　実希人／著 集英社 F ﾁﾈ

血の歌 なかにし　礼／著 毎日新聞出版 F ﾅｶ

遺言歌 なかにし　礼／著 河出書房新社 F ﾅｶ

世界の美しさを思い知れ 額賀　澪／著 双葉社 F ﾇｶ

皆のあらばしり 乗代　雄介／著 新潮社 F ﾉﾘ

夜半獣 花村　萬月／著 徳間書店 F ﾊﾅ

四十過ぎたら出世が仕事 本城　雅人／著 祥伝社 F ﾎﾝ

一九六一東京ハウス 真梨　幸子／著 新潮社 F ﾏﾘ

博多さっぱそうらん記 三崎　亜記／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐｻ

赫衣の闇 三津田　信三／著 文藝春秋 F ﾐﾂ

きりきり舞いのさようなら 諸田　玲子／著 光文社 F ﾓﾛ

人形姫 山本　幸久／著 ＰＨＰ研究所 F ﾔﾏ

ミス・パーフェクトが行く！ 横関　大／著 幻冬舎 F ﾖｺ

ミトンとふびん 吉本　ばなな／著 新潮社 F ﾖｼ

生を祝う 李　琴峰／著 朝日新聞出版 F ﾘ

天路 リービ英雄／著 講談社 F ﾘﾋﾞ

警官の道 呉　勝浩／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F

１１の秘密 大崎　梢／著 ポプラ社 F



外国の小説 火守 劉　慈欣／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 923 ﾘｳ

Good Omens Neil Gaiman William Morrow; Media Tie In edition 933 GA

革命と献身 ヴィエト・タン・ウェン／著 早川書房 933 ｸﾞｳ

シルバービュー荘にて ジョン・ル・カレ／著 早川書房 933 ﾙｶ

誇り高き愛の薔薇 ダイアナ・パーマー／作 ハーパーコリンズ・ジャパン 933.7 ﾊﾟﾏ

行く、行った、行ってしまった ジェニー・エルペンベック／著 白水社 943 ｴﾙ

緑の天幕 リュドミラ・ウリツカヤ／著 新潮社 983 ｳﾘ

文庫 相棒 五十嵐　貴久／著 ＰＨＰ研究所 B F ｲｶﾞ

夏至のウルフ 柏木　伸介／著 小学館 B F ｶｼ

明け方の若者たち カツセ　マサヒコ／著 幻冬舎 B F ｶﾂ

准教授・高槻彰良の推察　１～４ 澤村　御影／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｻﾜ 1～4

准教授・高槻彰良の推察　ＥＸ 澤村　御影／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｻﾜ

畏修羅（イソラ） 内藤　了／著 講談社 B F ﾅｲ

蠱峯神（やねがみ） 内藤　了／著 講談社 B F ﾅｲ

ＳＣＩＳ科学犯罪捜査班　５ 中村　啓／著 光文社 B F ﾅｶ 5

６０歳からは「小さくする」暮らし 藤野　嘉子／〔著〕 講談社 B 590 ﾌﾛ

総記 思考からの逃走 岡嶋　裕史／著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 007.3 ｵｼ

京都ミュージアム探訪 京都新聞出版センター／編集制作 京都市内博物館施設連絡協議会 069.0 ｷ

哲学 我慢して生きるほど人生は長くない 鈴木　裕介／著 アスコム 146.8 ｽｶﾞ

世界の「頭のいい人」がやっていることを１冊にまとめてみた 中野　信子／著 アスコム 159 ﾅｾ

本当の「心の強さ」ってなんだろう？ 齋藤　孝／著 誠文堂新光社 159.7 ｻﾎ

社会科学 中国共産党、その百年 石川　禎浩／著 筑摩書房 315.2 ｲﾁ

ロヒンギャ危機 中西　嘉宏／著 中央公論新社 316.8 ﾅﾛ

米中の狭間を生き抜く 猿田　佐世／編著 かもがわ出版 319.2 ｻﾍﾞ

最後通牒ゲームの謎 小林　佳世子／著 日本評論社 331.1 ｺｻ

ジャパン・アズ・ナンバーワンふたたび 菅下　清廣／著 実務教育出版 338.1 ｽｼﾞ

桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか？ 高橋　創／著 ダイヤモンド社 345 ﾀﾓ

「わかりあえない」を越える マーシャル・Ｂ．ローゼンバーグ／著 海士の風 361.4 ﾛﾜ

ケアマネジャーはらはら日記 岸山　真理子／著 三五館シンシャ 369.1 ｷｹ

子育て支援の経済学 山口　慎太郎／著 日本評論社 369.4 ﾔｺ

自然科学 古生物大図鑑 甲能　直樹／監修 ニュートンプレス 457 ｺ

腸と森の「土」を育てる 桐村　里紗／著 光文社 491.3 ｷﾁ

ひとりほぐし 崎田　ミナ／著 日経ＢＰ 492.7 ｻﾋ

それでも君は医者になるのか 中山　祐次郎／著 日経ＢＰ 498.1 ﾅｿ

技術 ガーデンシェッド実例３０ エフジー武蔵 527 ｶﾞ

小屋を作る本　２０２１ キャンプ 527 ｺ 21

そもそもこうだよ住宅設計 増田　奏／絵と文 エクスナレッジ 527.1 ﾏｿ

成しとげる力 永守　重信／著 サンマーク出版 542.0 ﾅﾅ

ムーミンとゆかいな仲間たちワンポイント刺しゅう図案 主婦と生活社 594.2 ﾑ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ



技術 世界一親切な片づけの教科書 長島　ゆか／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 597.5 ﾅｾ

産業 庭全体が美しく見える剪定の本 田口　裕之／著 日本文芸社 627.7 ﾀﾆ

雑草と楽しむ庭づくり ひきちガーデンサービス／著 築地書館 629.7 ｻﾞ

ペットの命を守る本 サニー　カミヤ／著 緑書房 645.6 ｶﾍﾟ

養蜂大全 松本　文男／著 誠文堂新光社 646.9 ﾏﾖ

芸術 ピーナッツ大図鑑 サイモン・ビークロフト／著 河出書房新社 726.1 ｼﾕ

ＴＩＭＥＬＥＳＳ石岡瑛子とその時代 河尻　亨一／著 朝日新聞出版 757.0 ｲｼ

嫌われた監督 鈴木　忠平／著 文藝春秋 783.7 ｵﾁ

文学 田辺聖子十八歳の日の記録 田辺　聖子／著 文藝春秋 915.6 ﾀﾅ

ママがもうこの世界にいなくても 遠藤　和／著 小学館 916 ｴﾝ

郷土 大正　昭和　平成を生きて 酒井　雅哉 酒井　雅哉 A 289 ｻｶ

児童書（知識） １０代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考 山崎　聡一郎／著 朝日新聞出版 159

北里柴三郎 森　孝之／監修 小学館 289 ｷﾀ

捨てないパン屋の挑戦 井出　留美／著 あかね書房 289 ﾀﾑ

北条義時 野間　与太郎／まんが 集英社 289 ﾎｳ

守ろう！みんなの東北　２ 青木　健生／原作 マイクロマガジン社 291 2

みんなに好かれなくていい 和田　秀樹／著 小学館 361

支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ／編著 岩波書店 369

キリン解剖記 郡司　芽久／著 ナツメ社 489.8

免疫のひみつ 山口　育孝／まんが 学研プラス 491

いつだって心は生きている 認知症ケア研究会／作 中央法規出版 493

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上　祐紀／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 498

地下鉄のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 686 1

マンガでわかる！１０才までに知っておきたい名作１２０ 高濱　正伸／監修 永岡書店 902

児童書（読物） ミオととなりのマーメイド　９～１０ ミランダ・ジョーンズ／作 ポプラ社 933 ｼﾞﾖ 9～10

アポロンと５つの神託　５ リック・リオーダン／著 ほるぷ出版 933 ﾘｵ 5

ひみつのおばけ一家　２～３ 石崎　洋司／作 岩崎書店 F ｲｼ 2～3

世界一クラブ　〔１３〕 大空　なつき／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ 13

ほねほねザウルス　２５ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F ｸﾞﾙ 25

飼育委員はアキラめない 小松原　宏子／作 静山社 F ｺﾏ

だいとかいのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

虹いろ図書館のかいじゅうたち 櫻井　とりお／著 河出書房新社 F ｻｸ

星のカービィ　ナゾと事件のプププトレイン！？の巻 高瀬　美恵／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

銀杏堂　〔２〕 橘　春香／作・絵 偕成社 F ﾀﾁ 2

博物館の少女 富安　陽子／著 偕成社 F ﾄﾐ

おしりダンディ　ザ・ヤング トロル／〔原案・監修〕 集英社 F ﾄﾛ

おとのさま、小学校にいく 中川　ひろたか／作 佼成出版社 F ﾅｶ

おとのさま、スキーにいく 中川　ひろたか／作 佼成出版社 F ﾅｶ

おとのさま、ゆうえんちにいく 中川　ひろたか／作 佼成出版社 F ﾅｶ

かいけつゾロリきょうふのダンジョン 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ



児童書（読物） 秘密に満ちた魔石館　３ 廣嶋　玲子／作 ＰＨＰ研究所 F ﾋﾛ 3

ガラスの魚 山下　明生／著 理論社 F ﾔﾏ

親切なおばけ 若竹　七海／作 光文社 F ﾜｶ

暗号クラブ　２０ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 20

探偵ＶＳ怪盗謎解き推理バトル 桐谷　直／著 ナツメ社 ｽｲﾘ

絵本 いきものづくしものづくし　１０ 田中　豊美／〔ほか作〕 福音館書店 E 031 10

バムとケロのもりのこや 島田　ゆか／作　絵 文溪堂 E 837

ばけもの 柳田　国男／原作 汐文社 E ｲｲ

ことば忍法オノマトペ 冨川　晴名／作 日本新薬 E ｲｹﾞ

ふしぎな水色のゾウ 月　ゆき／作 日本新薬 E ｲｼ

こぐまとミカヅキ たかはし　ゆうすけ／作 日本新薬 E ｲﾄ

しあわせをさがしているきみに エヴァ・イーランド／作 ほるぷ出版 E ｲﾗ

あめくんデビュー 坂井　敏法／作 日本新薬 E ｳｴ

ぼくしらないよ 木村　セツ子／作 日本新薬 E ｵｵ

あなたのおなまえは？ きたやま　ようこ／さく あすなろ書房 E ｷﾀ

こっちとこっちどっち？ きたやま　ようこ／さく あすなろ書房 E ｷﾀ

とんとん「はいってます」 きたやま　ようこ／さく あすなろ書房 E ｷﾀ

森のブランコ 北　恵美子／作 文芸社 E ｸﾏ

王さまのお菓子 石井　睦美／文 世界文化ブックス E ｸﾗ

ホオナニ、フラおどります ヘザー・ゲイル／文 さ・え・ら書房 E ｿﾝ

あ・さ・ご・は・ん！ 武田　美穂／作 ほるぷ出版 E ﾀｹ

おんぶおんぶ 三輪　円香／文 日本新薬 E ﾂｼ

はるのクリスマス ティエリー・デデュー／さく 化学同人 E ﾃﾞﾃﾞ

しりたがりのおつきさま 花里　真希／作 日本新薬 E ﾅﾒ

おにのパンツ 長谷川　義史／絵 フレーベル館 E ﾊｾ

みみくそくん 杉江　勇吾／作 日本新薬 E ﾊｾ

十二支はたいへんです 梶田　向省／作 日本新薬 E ﾊﾅ

ぴっかぴかのいわこちゃん 嵩元　友子／作 日本新薬 E ﾌｸ

とびだせしろくん 山口　みえ／作 日本新薬 E ﾏﾂ

おふろにはいるときは 谷本　美弥子／作 日本新薬 E ﾐﾀ

アブナイこうえん 山本　孝／作 ほるぷ出版 E ﾔﾏ

2月14日～2月23日まで、

蔵書点検のため休館致します。ご了承ください。


