
【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

面白いほどよくわかる!心理学の本 渋谷　昌三／著 西東社  140 ｼﾌﾞ  

海のサムライたち 白石　一郎／著 日本放送出版協会  281 ｼ  

エビータ ニコラス・フレイザー／共著 原書房  289 ｴ  

フクシ伝説 落合　福嗣／著 集英社  289.1 ｵﾁ  

廃墟の歩き方　[1] 栗原　亨／監修 イースト・プレス  291 ﾊ  

九州の山歩き 吉川　満／著 弦書房  291.9 ﾖｼ  

福岡かわいいお店めぐり 月刊はかた編集室／著 メイツ出版  291.91 ｴｱ  

金なし、コネなし、ベトナム暮らし! 藤井　伸二／著 イカロス出版  292.3 ﾌ  

ヴェネツィア水の都の街歩き 栗原　紀子／文 東京書籍  293.7 ｸ  

1945〜2015総理の演説 田勢　康弘／監修・解説 バジリコ  312.1 ﾀｾ  

完全探偵マニュアル 渡邉　文男／著 徳間書店  317.7 ﾜ  

絶対に「自分の非」を認めない人たち 斎藤　茂太／著 祥伝社  361.4 ｻ  

「職業訓練」150%トコトン活用術 日向　咲嗣／著 同文舘出版  366.2 ﾋﾕ  

速読受験術 椋木　修三／著 PHP研究所  379.7 ﾑ  

中学生のための読解力を伸ばす魔法の本棚 中島　克治／著 小学館  379.9 ﾅｶ  

北の神々南の英雄 大林　太良／著 小学館  382.1 ｵ  

世界を変えた6つの飲み物 トム・スタンデージ／著 インターシフト  383.8 ｽ  

宇宙のすべてがわかる本 渡部　潤一／監修 ナツメ社  440 ﾜﾀ  

すべてわかる恐竜大事典 富田　京一／編著 成美堂出版  457.8 ﾄ  

ハワイ魅惑の花図鑑 武田　和男／著 書肆侃侃房  472.7 ﾀｹ  

コウモリのふしぎ 船越　公威／共著 技術評論社  489.4 ﾌ  

なぜ名前だけがでてこないのか 澤田　誠／著 誠文堂新光社  491.3 ｻﾜ  

すぐ役に立つ家族のための認知症介護 代居　真知子／著 誠文堂新光社  493.7 ﾖｽ  

死ぬまでに見たい洋館の最高傑作　[1] 田中　禎彦／監修 エクスナレッジ  523.1 ﾀﾅ  

<図説>鉄道車両はこうして生まれる 学研  536 ｽﾞ  

まんじゅう屋繁盛記 川島　英子／著 岩波書店  588.3 ｶ  

初歩からわかる超ワイン入門 種本　祐子／監修 主婦の友社  588.5 ｼ  

おじいちゃんの暮らしワザ 宝島社  590 ｵ  

生活雑貨を修理する本 地球丸  590 ｾ  

決定版パパッとおかず 主婦の友社／編 主婦の友社  596 ｹ  

サンマの丸かじり 東海林　さだお／著 朝日新聞出版  596.0 ｼﾖ  

毎日使える!材料別副菜事典555品 日本放送出版協会  596.3 ｻﾞ  

おいしい・楽しいおべんとう100箱 井上　由香理／料理 成美堂出版  596.4 ｲ  

藤野真紀子の私の好きなお菓子 藤野　真紀子／[著] オレンジページ  596.6 ﾌ  

最新子どもごはん大百科 ベネッセコーポレーション  599.3 ｻｲ  

野菜まるごと大図鑑 主婦の友社／編 主婦の友社  626 ｼﾕ  

初めての人の犬のしつけと飼い方 石川　祥子／文 西東社  645.6 ｲ  

楽しい焚き火 JTBパブリッシング  658.2 ﾀﾉ  

図解実用毛筆・ペン字の書き方 勝田　景泉／著 木耳社  728 ｶ  

あけびと木の枝を編む 谷川　栄子／著 農山漁村文化協会  754.6 ﾀ  

たのしい折り紙ワールド 山口　真／著 主婦と生活社  754.9 ﾔ  

※2021/7/17現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

わが心のジョージア レイ・チャールズ／共著 戎光祥出版  764.7 ﾁ  

森福允彦メッセージBOOK-気持ちで勝つ!- 森福　允彦／著 廣済堂出版  783.7 ﾓﾘ  

図解究極のアウトドアテクニック ヒュー・マクマナーズ／著 同朋舎出版  786 ﾏ  

すぐ釣れる!ライトルアー入門 北九州：ケイエス企画  787.1 ｽｸﾞ  

弓道上達BOOK 森　俊男／監修 成美堂出版  789.5 ｷ  

自然流詰将棋２００ 中原　誠 日本将棋連盟  796 ﾅｶ  

お嬢さまことば速修講座 加藤　ゑみ子／監修 ディスカヴァー・トゥエンティワン  809.2 ｶ  

推理力 アート・サプライ／編 双葉社  902.3 ｽ  

ワイン通の復讐 ロアルド・ダール／[ほか]著 心交社  908.3 ﾀﾞ  

俳句友だち 夢本編集部／編 波乗社  911.3 ﾊ  

おかあさん 渡辺　増治／編・著 アリス館  911.5 ｵ  

父と暮せば 井上　ひさし／著 新潮社  912.6 ｲ  

マンハッタンラブストーリー 宮藤　官九郎／著 角川書店  912.7 ｸ  

しぐれ舟 石川　英輔／[ほか]著 広済堂出版  913.6 ｼ  

いつから、中年? 酒井　順子／著 講談社  914.6 ｻｶ  

日本一短い「母」への手紙 福井県丸岡町／編 大巧社  914.6 ﾆ  

おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒 江国　滋／著 新潮社  916 ｴ  

日の名残り カズオ・イシグロ／著 中央公論社  933 ｲ  

土壇場で賢く男をえらぶには マリアン・キーズ／著 扶桑社  933.7 ｷ  

新十戒 シドニィ・シェルダン／作 アカデミー出版  933.7 ｼｴ  

村の学校の40人 ミス・リード／著 日向房  933.7 ﾐ  

巨大戦艦ビスマルク ミュレンハイム=レッヒベルク／著 早川書房  946 ﾐ  

島暮らしの記録 トーベ・ヤンソン／文 筑摩書房  949.8 ﾔ  

新選組藤堂平助 秋山　香乃／著 文藝春秋  F  ｱｷ  

真壁家の相続 朱野　帰子／著 双葉社  F  ｱｹ  

とうへんぼくで、ばかったれ 朝倉　かすみ／[著] 新潮社  F  ｱｻ  

あの子が結婚するなんて 五十嵐　貴久／著 実業之日本社  F  ｲｶﾞ  

アキラとあきら 池井戸　潤／著 徳間書店  F  ｲｹ  

天地雷動 伊東　潤／著 KADOKAWA  F  ｲﾄ  

ルナティックガーデン 太田　忠司／著 祥伝社  F  ｵｵ  

極北ラプソディ 海堂　尊／著 朝日新聞出版  F  ｶｲ  

さくらだもん! 加藤　実秋／著 実業之日本社  F  ｶﾄ  

コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和／著 サンマーク出版  F  ｶﾜ  

砂漠の花 金　蓮花／著 集英社  F  ｷ  

オジいサン 京極　夏彦／著 中央公論新社  F  ｷﾖ  

警視庁心理捜査官 黒崎　視音／著 徳間書店  F  ｸ  

南極風 笹本　稜平／著 祥伝社  F  ｻｻ  

アントキノイノチ さだ　まさし／著 幻冬舎  F  ｻﾀﾞ  

僕たちの旅の話をしよう 小路　幸也／著 メディアファクトリー  F  ｼﾖ  

帰ってきた時効警察 三木　聡／[脚本・監督] 角川書店  F  ｼﾝ  

夢見る人魚と契約のキス 天正　紗夜／著 小学館  F  ﾃﾝ  

※2021/7/17現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

寝台特急「日本海」(メモリー・トレイン)殺人事件 西村　京太郎／[著] 講談社  F  ﾆ  

ばんば憑き 宮部　みゆき／著 角川書店  F  ﾐﾔ  

修学旅行は終わらない 村崎　友／著 メディアファクトリー  F  ﾑﾗ  

灼恋 諸田　玲子／著 新潮社  F  ﾓﾛ  

恋愛小説 椰月　美智子／著 講談社  F  ﾔｽﾞ  

代体 山田　宗樹／著 KADOKAWA  F  ﾔﾏ  

修道院の食卓 ガブリエラ・ヘルペル／著 創元社  実用書

今すぐ使えるかんたん自作パソコン リンクアップ／著 技術評論社  実用書

男の道具 手入れがわかる本 成美堂出版編集部／編集 成美堂出版  実用書

イチバン親切なかぎ針編みの教科書 せばた　やすこ／著 新星出版社  実用書

太一×ケンタロウ男子ごはんの本　[その1] 国分　太一／著 M.Co.  実用書

冷凍保存テク完全マスターBOOK 主婦の友社／編 主婦の友社  実用書

梅のレシピ55 上村　泰子／著 日東書院本社  実用書

魚屋三代目のさかなレシピ 魚屋三代目／著 グラフ社  実用書

はじめての観葉植物の手入れと育て方 橋詰　二三夫／監修 ナツメ社  実用書

花の鉛筆スケッチ 有冨　道子／著 学研  実用書

実用チラシ折り紙 坂田　英昭／著 日東書院本社  実用書

実戦でできる石を取る手筋 小林　覚／監修 ユーキャン  実用書

※2021/7/17現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ギネス世界記録　2016 クレイグ・グレンディ／編 角川アスキー総合研究所  031 ｷﾞﾈ  

まんが世界ふしぎ物語　5 たかし　よいち／原作 理論社  204 ﾖｼ  

花のお江戸のスーパースター 小西　聖一／著 理論社  210 ｺﾆ  

円谷英二 小林　たつよし／まんが 小学館  289 ﾂﾌﾞ  

キウイの島をさぐる ジャック=イヴ・クストー／著 同朋舎出版  290 ｸ  

より良く死ぬ日のために 井上　治代／著 理論社  385 ｲﾉ  

真夜中のミステリー・ツアー 日本民話の会学校の怪談編集委員会／編 ポプラ社  388 ｶﾞ  

すぐに見つかる星座図鑑 甲谷　保和／著 実業之日本社  443 ｺｳ  

うんちレストラン 新開　孝／写真 ポプラ社  486 ｼ  

スズメバチのしゅうげき 中村　雅雄／著 大日本図書  486 ﾅ  

森のスケーターヤマネ 湊　秋作／著 文研出版  489 ﾐ  

ひこうきのしくみ しもだ　のぶお／ぶん・え 岩崎書店  507 ﾌﾞ  

住まいのひみつ 藤本　和典／監修 学研コミュニケーションビジネ
ス事業部教材資料制作室  527 ｽ  

ひもほうちょうもつかわない平野レミのおりょうりブック 平野　レミ／[文] 福音館書店  596 ﾋ  

猫さまとぼく 岩合　光昭／文・写真 岩波書店  645 ｲ  

ごみを拾う犬もも子 中野　英明／作 ハート出版  645 ﾅ  

わたしはあきらめない 国松　俊英／作 PHP研究所  782 ｸ  

世界のなぞなぞ 藤川　雅行／著 今人舎(発売)  798 ﾌ  

からだノビノビ語源の話 木暮　正夫／文 岩崎書店  812 ｺ  

アルファベットずかん きたむら　さとし／著 アルク  834 ｷ  

あかちゃんのいちにち リチャード・ダンワース／ぶん ブロンズ新社  E  ｱｶ  

みどりのほん 五味　太郎／作 文化出版局  E  ｲﾛ  

うさぎのにんじん なかがわ　りえこ／ぶん ブッキング  E  ｳｻ  

エルマーとゆき デイビッド・マッキー／さく ほるぷ出版  E  ｴﾙ  

オオカミのともだち きむら　ゆういち／ぶん 偕成社  E  ｵｵ  

おかあさんとおさんぽ 間所　ひさこ／作 チャイルド本社  E  ｵｶ  

おさるのおいかけっこ いとう　ひろし／作・絵 講談社  E  ｵｻ  

おたんじょうび まつい　のりこ／著 偕成社  E  ｵﾀ  

おとうさんのえほん 高畠　純／作 絵本館  E  ｵﾄ  

ごろごろかいじゅうさん きむら　ゆういち／[作] 偕成社  E  ｵﾄ  

かいじゅう ぞろぞろ 木曽　秀夫／さく・え 京都：サンリード  E  ｶｲ  

おはよう さよなら ありがとう やました　はるお／さく あかね書房  E  ｶｴ  

カバサンチとアドバルーン 阿部　行夫／作 文溪堂  E  ｶﾊ  

今日からは、あなたの盲導犬 日野　多香子／文 岩崎書店  E  ｷﾖ  

きょうは、おおかみ キョウ・マクレア／文 きじとら出版  E  ｷﾖ  

ペペがたたかう ヒサ　クニヒコ／さく・え 草炎社  E  ｷﾖ  

ぼくひこうきにのったんだ わたなべ　しげお／さく あかね書房  E  ｸﾏ  

こぐまちゃんおはよう わかやま　けん／[絵] こぐま社  E  ｺｸ  

ことばがくちからでちゃったら ひなた　あおい／さく タリーズコーヒージャパン  E  ｺﾄ  

こびとのおくりもの よこた　みのる／えとぶん 梧桐書院  E  ｺﾋ  

ゴリラのパンやさん 白井　三香子／作 金の星社  E  ｺﾘ  

※2021/7/17現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ころんちゃん まつなり　まりこ／作 アリス館  E  ｺﾛ  

サザンちゃんのおともだち 加古　里子／絵と文 偕成社  E  ｻｻ  

さよなら さんかく 安野　光雅／著 講談社  E  ｻﾖ  

サルビルサ スズキ　コージ／作 架空社  E  ｻﾙ  

さんぽだいすき 岸田　衿子／著 ひかりのくに  E  ｻﾝ  

そうべえまっくろけのけ 田島　征彦／作 童心社  E  ｼｺ  

しっぽがぴん おくはら　ゆめ／作 風濤社  E  ｼﾂ  

じょうずじょうず まつい　のりこ／さく 偕成社  E  ｼﾖ  

すずのへいたいさん H.C.アンデルセン／原作 小学館  E  ｽｽ  

たこやきようちえんこうさくだいすき! さいとう　しのぶ／作 ポプラ社  E  ﾀｺ  

だれのぼーる 石川　重遠／さく 文化出版局  E  ﾀﾚ  

ちょっとおさんぽ かさい　まり／作・絵 ひさかたチャイルド  E  ﾁﾖ  

ちょろりんのすてきなセーター 降矢　なな／さく・え 福音館書店  E  ﾁﾖ  

月へミルクをとりにいったねこ アルフレッド・スメードベルイ／作 福音館書店  E  ﾂｷ  

つばめこうくう もとやす　けいじ／著 佼成出版社  E  ﾂﾊ  

てんにのぼったなまず たじま　ゆきひこ／作 福音館書店  E  ﾃﾝ  

どうやって作るの? オールドレン・ワトソン／作 偕成社  E  ﾄｳ  

どろんこどろにゃあ ささき　みお／作 アリス館  E  ﾄﾛ  

とんでいきたいなあ 市川　里美／作 神戸：BL出版  E  ﾄﾝ  

なんでも見える鏡 フィツォフスキ／再話 福音館書店  E  ﾅﾝ  

ねずみのすもう いもと　ようこ／文・絵 金の星社  E  ﾈｽ  

のって のって くろい　けん／さく・え あかね書房  E  ﾉﾂ  

バオバブ ミリアム・モス／文 アートン  E  ﾊｵ  

バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター／絵と文 晶文社  E  ﾊｽ  

パパはまほうつかい 西山　直樹／作・絵 福武書店  E  ﾊﾊ  

ハーメルンのふえふきおとこ 末吉　暁子／文 フレーベル館  E  ﾊﾒ  

ぷくちゃんのねんねんぽっぽ ひろかわ　さえこ／さく アリス館  E  ﾌｸ  

ブルーナの1歳からの本　4 ディック=ブルーナ／絵 講談社  E  ﾌﾙ  

ブルーナの1歳からの本　5 ディック=ブルーナ／絵 講談社  E  ﾌﾙ  

ブルーナの1歳からの本　6 ディック=ブルーナ／絵 講談社  E  ﾌﾙ  

ぺろぺろぺろ 長　新太／さく 神戸：BL出版  E  ﾍﾛ  

うちの ねこちゃん 松谷　みよ子／文 偕成社  E  ﾏﾂ  

もしかしてオオカミ!? ヴェロニク・カプラン／作 岩崎書店  E  ﾓｼ  

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  

やっぱりおおかみ ささき　まき／さく・え 福音館書店  E  ﾔﾂ  

夜ごと消えるお姫さま 喜多　伽也子／文 アスラン書房  E  ﾖｺ  

おにのめん 川端　誠／[作] クレヨンハウス  E  ﾗｸ  

りんごころころ 松谷　みよ子／ぶん 童心社  E  ﾘﾝ  

ワニぼうのこいのぼり 内田　麟太郎／文 文渓堂  E  ﾜﾆ  

ねらわれた街 あさの　あつこ／作 講談社  N  ｱ  

ちびねこチョビ 角野　栄子／作 あかね書房  N  ｶ  

※2021/7/17現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

27世紀の発明王 ヒューゴー・ガーンズバック／作 岩崎書店  N  ｶﾞ  

子どものための世界文学の森　31 集英社  N  ｽ  

ぞくぞく村の雨ぼうずピッチャン 末吉　暁子／作 あかね書房  N  ｽｴ  

名探偵ホームズ緋色の研究 コナン=ドイル／作 講談社  N  ﾄﾞ  

三つ子のこぶた 中川　李枝子／さく のら書店  N  ﾅ  

ズッコケ情報公開㊙ファイル 那須　正幹／作 ポプラ社  N  ﾅｽ  

靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー／著 小学館  N  ﾊﾞｳ  

のろいをまねく一輪車 木暮　正夫／編 岩崎書店  N  ﾍ  

おひめさまたからさがしにいく まだらめ　三保／さく ポプラ社  N  ﾏ  

恐竜1億年 リチャード・マースティン／作 岩崎書店  N  ﾏ  

椋鳩十まるごとシカ物語 椋　鳩十／作 理論社  N  ﾑ  

れいぞうこのなつやすみ 村上　しいこ／さく PHP研究所  N  ﾑ  

おちばおちばとんでいけ 茂市　久美子／著 国土社  N  ﾓ  

プリンス・エドワード島へ モンゴメリ／原作 金の星社  N  ﾓ  

ペチカはぼうぼう猫はまんまる やえがし　なおこ／作 ポプラ社  N  ﾔｴ  

トウモロコシが実るころ ドロシー・ローズ／作 文研出版  N  ﾛ  

ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ／著 あすなろ書房  N  ﾛ  

つぐみ通りのトーベ ビルイット・ロン／作 徳間書店  N  ﾛﾝ  

※2021/7/17現在のリストです


