
【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

マンガで鍛える読書力 本山　勝寛／著 PHP研究所  019.9 ﾓﾄ  

こんなとき子どもにこの本を 下村　昇／編 自由国民社  028 ｺ  

あなたはなぜ値札にダマされるのか? オリ・ブラフマン／著 日本放送出版協会  141.5 ﾌﾞﾗ  

「あとでやろう」と考えて「いつまでも」しない人へ 和田　秀樹／著 全日出版  141.7 ﾜ  

「こんな会社やめてやる!」と思ったら読む本 斎藤　茂太／著 新講社  159.4 ｻ  

面白いほどよくわかるギリシャ神話 吉田　敦彦／著 日本文芸社  164.3 ﾖ  

図説エジプト神話物語 ジョナサン・ディー／著 原書房  164.4 ﾃﾞ  

日本全国ゆるゆる神社の旅 鈴木　さちこ／著 サンクチュアリ出版  175.9 ｽｽﾞ  

アウシュヴィッツと<アウシュヴィッツの噓> ティル・バスティアン／著 白水社  234 ﾊﾞ  

ドン・キホーテの国 中丸　明／著 TBSブリタニカ  236 ﾅ  

県別名字ランキング事典 森岡　浩／著 東京堂出版  288.1 ﾓﾘ  

家系図の世界 インデックス編集部／編 イースト・プレス  288.2 ｲﾝ  

君に書かずにはいられない 中丸　美繪／著 白水社  289.1 ｼ  

明日もある。あさってもある! 二宮　チエ／著 イースト・プレス  289.1 ﾆﾉ  

笑顔かがやく日帰り温泉　九州編 ジエ・エー・エフ出版社  291.09 ｴｶﾞ  

日本人ではわからない韓国のジョーシキ リュウ　ヒジュン／著 実業之日本社  302.2 ﾘ  

お金とモノから解放されるイギリスの知恵 井形　慶子／著 大和書房  302.3 ｲ  

お仕事のマナーとコツ 西出　博子／監修 学研  336.4 ﾆ  

高齢者のためのかんたん・楽しいレクリエーション 坂本　宗久／著 ナツメ社  369.2 ｻｶ  

ゼロから始める玄米生活 高取保育園(社会福祉法人福栄会)
／監修・協力 西日本新聞社  376.1 ﾌ  

本当に頭がよくなる1分間勉強法 石井　貴士／著 中経出版  379.7 ｲｼ  

いまやろうと思ってたのに… リタ・エメット／著 光文社  379.9 ｴ  

子育て泣きたいときは泣いちゃおう! 小野　わこ／著 学陽書房  379.9 ｵ  

勉強できる子がやっている片づけの習慣 小松　易／著 PHP研究所  379.9 ｺﾏ  

2才児イヤイヤ期の育て方 佐藤　真子／著 主婦の友社  379.9 ｻ  

子どもが変わる父のひと言 富田　富士也／著 ハート出版  379.9 ﾄ  

男の子のしつけに悩んだら読む本 原坂　一郎／著 すばる舎  379.9 ﾊﾗ  

これで納得子どものお祝い バンビーニクラブ／編 日東書院  385.2 ｺ  

星空を歩く本 藤井　旭／写真・文
インデックス・コミュニケーショ
ンズ  443 ﾌ  

絶滅した奇妙な動物 川崎　悟司／著 ブックマン社  457.8 ｶﾜ  

きのこ 本郷　次雄／監修・解説 山と溪谷社  474.8 ﾎ  

特によく効く84のツボ 赤司　洋子／著 成美堂出版  492.7 ｱ  

今日からはじめる超快眠術 志田　美保子／著 旬報社  498.3 ｼ  

はじめてのエクステリア ブティック社  524.8 ﾊ  

吉沢久子のおいしい和菓子みつけました 吉沢　久子／著 二見書房  588.3 ﾖ  

シーズンワードローブ 内田　彩仍／[著] 宝島社  589.2 ｳﾁ  

エコでトクする家事の本 ユーイーピー／編 永岡書店  590 ﾕ  

2×材でつくる木のインテリア WOODY STYL E週末工房
編集部／編 誠文堂新光社  592.7 ﾂ  

ケンタロウの121レシピなんでもありッ! ケンタロウ／著 学研  596 ｹ  

インドでレシピを聞いてきた! 中村　直也／著 アスペクト  596.2 ﾅｶ  

語り継ぐお菓子たち 藤野　真紀子／著 文化出版局  596.6 ﾌ  

※2021/5/20現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

花とまいにち 井出　綾／著 主婦と生活社  627.9 ｲ  

通勤電車もの知り大百科 岩成　政和／著 イカロス出版  686.2 ｲﾜ  

はじめての風景スケッチ 野村　重存／著 旬報社  725 ﾉ  

ゲゲゲの鬼太郎謎全史 村上　健司／著 JTB  726.1 ﾑ  

楽しい暮らしのおりがみ 山口　真／著 西東社  754.9 ﾔ  

ノッポさんのひとりごと 高見　映／著 扶桑社  772.1 ﾀ  

読めなければ恥ずかしい!小学校漢字1006字 丹野　顯／著 学研パブリッシング  811.2 ﾀﾝ  

永六輔のえいっ! 永　六輔／著 産経新聞ニュースサービス  914.6 ｴ  

負け犬の遠吠え 酒井　順子／著 講談社  914.6 ｻ  

ワニの丸かじり 東海林　さだお／著朝日新聞社  914.6 ｼ  

美女は飽きない 林　真理子／著 マガジンハウス  914.6 ﾊﾔ  

巨頭会談 ビートたけし／[ほか]著 新潮社  914.6 ﾋﾞ  

不思議の国のアリス L Ewis Carroll／[著] 大栄出版  933 ｷ  

ミザリー スティーヴン・キング／著 文芸春秋  933 ｷ  

忘れられた巨人 カズオ・イシグロ／著 早川書房  933.7 ｲｼ  

シャーロック・ホームズの失われた冒険 ジャムヤン・ノルブ／著 河出書房新社  933.7 ﾉ  

擬装心理 バーバラ・パーカー／[著] 講談社  933.7 ﾊﾟ  

金色の巫女に捧ぐ メアリー・ジョー・パトニー／著 ランダムハウス講談社 933.7 ﾊﾟﾄ  

ブラック・ファラオ クリスチャン・ジャック／著 青山出版社  953.7 ｼﾞ  

晩夏のプレイボール あさの　あつこ／著 毎日新聞社  F  ｱｻ  

平場の月 朝倉　かすみ／著 光文社  F  ｱｻ  

ラブコメ今昔 有川　浩／著 角川書店  F  ｱﾘ  

こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川　拓司／著 小学館  F  ｲﾁ  

穴熊崩し 沖田　正午／[著] 幻冬舎  F  ｵ  

ハードボイルド・エッグ 荻原　浩／著 双葉社  F  ｵｷﾞ  

極北クレイマー 海堂　尊／著 朝日新聞出版  F  ｶｲ  

四月一日亭ものがたり 加藤　元／[著] ポプラ社  F  ｶﾄ  

消防女子!! 佐藤　青南／著 宝島社  F  ｻﾄ  

かあちゃん 重松　清／著 講談社  F  ｼｹﾞ  

悪役令嬢ヴィクトリア 菅原　りであ／著 小学館  F  ｽｶﾞ  

芙蓉千里 須賀　しのぶ／著 角川書店  F  ｽｶﾞ  

小説小栗上野介 童門　冬二／著 集英社  F  ﾄﾞ  

九重の雲 東郷　隆／著 実業之日本社  F  ﾄｳ  

天皇家の忍者(しのび) 南原　幹雄／著 東洋経済新報社  F  ﾅ  

刑事の骨 永瀬　隼介／著 文藝春秋  F  ﾅｶﾞ  

暗手 馳　星周／著 KADOKAWA  F  ﾊｾ  

オランダ宿の娘 葉室　麟／著 早川書房  F  ﾊﾑ  

へんないきもの三千里 早川　いくを／著 バジリコ  F  ﾊﾔ  

人魚の眠る家 東野　圭吾／著 幻冬舎  F  ﾋｶﾞ  

舟を編む 三浦　しをん／著 光文社  F  ﾐｳ  

豆の上で眠る 湊　かなえ／[著] 新潮社  F  ﾐﾅ  

※2021/5/20現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

荒神 宮部　みゆき／著 朝日新聞出版  F  ﾐﾔ  

京都・十二単衣殺人事件 山村　美紗／[著] 講談社  F  ﾔ  

長靴をはいた犬 山田　正紀／[著] 講談社  F  ﾔ  

回転寿司殺人事件 吉村　達也／[著] 講談社  F  ﾖ  

悪人 吉田　修一／著 朝日新聞社  F  ﾖｼ  

名探偵は密航中 若竹　七海／著 光文社  F  ﾜ  

おうちでかんたん!服のお直し便利帳 佐藤　壽乃／監修 大泉書店  実用書

ふろしきでエコライフ 森田　知都子／著 ブティック社  実用書

タカモリ・トモコのかぎ針編み タカモリ　トモコ／著永岡書店  実用書

リネンの編むバッグ パッチワーク通信社  実用書

手づくりする手紙 木下　綾乃／著 文化出版局  実用書

はじめての花の寄せ植え 主婦の友社／編 主婦の友社  実用書

家庭で楽しむ果樹づくり 大坪　孝之／著 家の光協会  実用書

手軽な釣りのはじめ方 枻出版社  実用書

最新病気別検査と手術 松井　宏夫／著 主婦と生活社  実用書

病気・症状別おばあちゃんの知恵450 主婦の友社／編 主婦の友社  実用書

子供が喜ぶ食物アレルギーレシピ100 海老澤　元宏／監修 成美堂出版  実用書

 NHK食べてニッコリふるさと給食  NHK BS「食べてニッコリふるさと給
食」制作班／編 東京書籍  実用書

※2021/5/20現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

図書館ラクダがやってくる マーグリート・ルアーズ／著 さ・え・ら書房  015 ﾙｱ  

古代日本の大常識 青木　滋一／文 ポプラ社  210 ｱ  

マリー・アントアネット 集英社  289 ｱﾝ  

徳川　家康 集英社  289 ﾄ  

探査犬 こどもくらぶ／編・著 鈴木出版  369 ｼｬ  

音ってなんだろう マリア・ゴードン／さく ひかりのくに  407  ｺﾞ 

ちきゅうは どれくらい おおきいか 謝　世輝／作 岩崎書店  448 ｼ  

変身 栗林　慧／著 フレーベル館  486 ｸ  

ウミガメのなみだ 伊藤　勝敏／文と写真 大日本図書  487 ｲ  

地下鉄のできるまで 加古　里子／さく 福音館書店  516 ｶ  

考えよう!地球環境身近なことからエコ活動　1 環境情報普及センター／監修 金の星社  519 ｶﾝ  

とろーりあまい!はちみつ 小野　正人／監修 チャイルド本社  580 ﾄﾞｳ  

かわいくておいしい!手づくりレシピ　1 大森　いく子／著 ポプラ社  596 ｵｵ  

ハムスター 山口　まく／イラスト 偕成社  645 ﾊ  

海を歩く 西野　嘉憲／写真・文 ポプラ社  661 ﾆ  

ピカソの絵本 結城　昌子／著 小学館  723 ﾕ  

中村俊輔 北条　正士／著 旺文社  783 ﾎ  

つった魚を調べる図鑑 前川　利夫／著 金の星社  787 ﾏ  

ことわざ絵本　[Part1] 五味　太郎／著 岩崎書店  814 ｺﾞ  

九州の方言 井上　史雄／監修 ゆまに書房  818 ｷ  

あかいくるまのついたはこ モウド／著 童話館  E  ｱｶ  

あかちゃんがうまれる アニュエス・ロザンスチエール／ぶん・え 草土文化  E  ｱｶ  

あたし、メラハファがほしいな ケリー・クネイン／文 光村教育図書  E  ｱﾀ  

あっ! 中川　ひろたか／ぶん 金の星社  E  ｱﾂ  

あのやまこえてどこいくの ひろかわ　さえこ／作 アリス館  E  ｱﾉ  

いしをつんだおとこ あきやま　ただし／著 ハッピーオウル社  E  ｲｼ  

いちごばたけのちいさなおばあさん わたり　むつこ／さく 福音館書店  E  ｲﾁ  

いっぽくんのおやすみ とよた　かずひこ／作 ポプラ社  E  ｲﾂ  

いぬとわたしの10のやくそく 落合　恵子／訳 リヨン社  E  ｲﾇ  

いぬねこ かさねがふち 舟崎　克彦／文 文渓堂  E  ｲﾇ  

ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ／作 ポプラ社  E  ｳﾗ  

おにのよめさん きし　なみ／ぶん 偕成社  E  ｵﾆ  

おはよう まつい　のりこ／さく 偕成社  E  ｵﾊ  

おばあちゃんのおはぎ 野村　たかあき／作・絵 佼成出版社  E  ｵﾊ  

おまかせツアー 高畠　那生／さく 理論社  E  ｵﾏ  

おまちしてます 五味　太郎／著 主婦の友社  E  ｵﾏ  

かえっておいでアホウドリ 竹下　文子／文 ハッピーオウル社  E  ｶｴ  

かぶとむしはどこ? 松岡　達英／さく 福音館書店  E  ｶﾌ  

きつねをつれてむらまつり こわせ　たまみ／作 教育画劇  E  ｷﾂ  

きみのともだち 竹内　通雅／作・絵 岩崎書店  E  ｷﾐ  

ぎゅうぎゅうぎゅう おーなり　由子／ぶん 講談社  E  ｷﾕ  

※2021/5/20現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

くまさんのいちにち ブリジッテ・ポコーニク／え 大日本絵画  E  ｸﾏ  

くまたくんとおじいちゃん わたなべ　しげお／さく あかね書房  E  ｸﾏ  

くろねこトミイ 神沢　利子／作 復刊ドットコム  E  ｸﾛ  

こちょばここちょばこ 中川　ひろたか／文 ひかりのくに  E  ｺﾁ  

このみち 内田　麟太郎／作 岩崎書店  E  ｺﾉ  

いろ 五味　太郎／作 絵本館  E  ｺﾐ  

ゴリラが１ぴき アツコ・モロズミ／著 岩波書店  E  ｺﾘ  

ころんちゃん まつなり　まりこ／作 アリス館  E  ｺﾛ  

こんにちは わたなべ　しげお／ぶん 福音館書店  E  ｺﾝ  

ざっそう ロアルド・ホフマン／原作 今人舎  E  ｻﾂ  

サルくんとバナナのゆうえんち 谷口　智則／作・絵 文溪堂  E  ｻﾙ  

しりたがりやのちいさな魚のお話 エルサ・ベスコフ／作・絵 徳間書店  E  ｼﾘ  

スーおばさんのレストランバス やすい　すえこ／作 フレーベル館  E  ｽｵ  

すきすきなあに? 本田　カヨ子／文 ベネッセコーポレーション  E  ｽｷ  

スズの兵隊 アンデルセン／[作] 岩波書店  E  ｽｽ  

だっこして エクトル・シエラ／文 佼成出版社  E  ﾀﾂ  

たまごにいちゃんぐみ あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版  E  ﾀﾏ  

ドオン! 山下　洋輔／文 福音館書店  E  ﾄｵ  

とんだとんだ とりごえ　まり／さく・え 鈴木出版  E  ﾄﾝ  

なにのあしあとかな やぶうち　まさゆき／[著] 福音館書店  E  ﾅﾆ  

なにのこどもかな 薮内　正幸／著 福音館書店  E  ﾅﾆ  

ねぎぼうずのあさたろう　その9 飯野　和好／作 福音館書店  E  ﾈｷ  

ねぎぼうずのあさたろう　その10 飯野　和好／作 福音館書店  E  ﾈｷ  

ねずみくんとおてがみ なかえ　よしを／作 ポプラ社  E  ﾈｽ  

ねむっちゃだめだよかえるくん さくら　ともこ／著 ＰＨＰ研究所  E  ﾈﾑ  

ねむれないひつじのよる きたむら　さとし／えとぶん 小峰書店  E  ﾈﾑ  

はりねずみかあさん まつや　さやか／ぶん 福音館書店  E  ﾊﾘ  

ハンスのダンス 中川　ひろたか／作 文溪堂  E  ﾊﾝ  

びっくりどうぶつえん サラ・バル／作 富山房  E  ﾋﾂ  

ひまわりのおか ひまわりをうえた八人のお母さんと葉方丹／文 岩崎書店  E  ﾋﾏ  

ペツェッティーノ レオ・レオニ／作 好学社  E  ﾍﾂ  

ぽっかりつきがでましたら 内田　麟太郎／文 文研出版  E  ﾎﾂ  

にぁーう 松谷　みよ子／文 偕成社  E  ﾏﾂ  

メロウ せな　けいこ／再話・絵 ポプラ社  E  ﾒﾛ  

もうどう犬リーとわんぱく犬サン 郡司　ななえ／さく PHP研究所  E  ﾓｳ  

ももんちゃんぽっぽー とよた　かずひこ／さく・え 童心社  E  ﾓﾓ  

よいしょ 三浦　太郎／[作] 偕成社  E  ﾖｲ  

ようふく やまだ　うたこ／作 ブロンズ新社  E  ﾖｳ  

わっしょい わっしょい ぶんぶんぶん 加古　里子／絵と文 偕成社  E  ﾜﾂ  

くらやみでどっきり!にんタマ三人ぐみのようかいたいじ 尼子　騒兵衛／作・絵 ポプラ社  N  ｱ  

つきよはうれしい あまん　きみこ／さく 理論社  N  ｱ  

※2021/5/20現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

プリデイン物語　4 ロイド・アリグザンダー／作 評論社  N  ｱ  

オットッ島のせいちゃん、げんきですか? 岩佐　めぐみ／作 偕成社  N  ｲ  

前奏曲は、荒れもよう 今井　恭子／作 福音館書店  N  ｲﾏ  

空飛ぶのらネコ探険隊　[1] 大原　興三郎／作 文溪堂  N  ｵｵ  

ハナさんのおきゃくさま 角野　栄子／作 福音館書店  N  ｶ  

はらぺこおなべ 神沢　利子／著 あかね書房  N  ｶ  

マカロンだいすき ジュリア・カニンガム／著 大日本図書  N  ｶ  

まんじゅうこわい/平林 桂　小南／文 金の星社  N  ｶ  

教室にウサギがやってきた 岸川　悦子／作 PHP研究所  N  ｷ  

ハリネズミはくいしんぼ エーリッヒ・クロース／作 金の星社  N  ｸ  

ペンギンかんそくたい 斉藤　洋／作 講談社  N  ｻｲ  

キツネのまいもん屋 富安　陽子／さく 新日本出版社  N  ﾄ  

ももいろのきりん 中川　李枝子／著 福音館書店  N  ﾅ  

らいおんみどりの日ようび 中川　李枝子／著 福音館書店  N  ﾅ  

わんわん村のおはなし 中川　李枝子／さく 福音館書店  N  ﾅ  

ぼくらはズッコケ探偵団 那須　正幹／作 ポプラ社  N  ﾅｽ  

まぼろしの忍者 広瀬　寿子／作 小峰書店  N  ﾋ  

おひめさまおたんじょうかいにいく まだらめ　三保／さく ポプラ社  N  ﾏ  

※2021/5/20現在のリストです


