
【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

まなの本棚 芦田　愛菜／著 小学館  019.9 ｱｼ  

ジェフ・ベゾス果てなき野望 ブラッド・ストーン／著 日経BP社  024.0 ｽﾄ  

死にカタログ 寄藤　文平／著 大和書房  114.2 ﾖ  

あなたも絶対ダマされるトリックアート大百科 鉄人社  145.5 ｱﾅ  

タロット解釈実践事典 井上　教子／著 国書刊行会  148.9 ｲ  

美しいお経 瀬戸内　寂聴／著 嶋中書店  183 ｾ  

心が安らぐ写経入門 西村　輝成／著 ごま書房  183 ﾆ  

縄文人と「弥生人」 片山　一道／著 昭和堂  210 ｶ  

幕末入門 中村　彰彦／著 中央公論新社  210.5 ﾅ  

昭和天皇下の事件簿 佐藤　友之／著 現代書館  210.7 ｻ  

昭和史 半藤　一利／著 平凡社  210.7 ﾊ  

ヨーロッパ最後の王たち ピエール・ミケル／著 創元社  288.4 ﾐ  

アルハンブラ宮殿 谷　克二／[文] 日経BP企画  293.6 ﾀ  

13歳のハローワーク 村上　龍／著 幻冬舎  366.2 ﾑ  

老いる技術 七田　真／著 日本実業出版社  367.7 ｼ  

東京大学応援部物語 最相　葉月／著 集英社  377.9 ｻ  

孫とかしこく付き合う法 ヘルガ・ギュルトラー／著 草思社  379.9 ｷﾞ  

おとうさんはウルトラマン/おとうさんの育自書 宮西　達也／作・絵 学研  379.9 ﾐ  

悪魔のピクニック タラス・グレスコー／著 早川書房  383.8 ｸﾞ  

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  

空想科学読本　14 柳田　理科雄／著 KADOKAWA  404 ﾔﾅ  

とんでもなく面白い仕事に役立つ数学 西成　活裕／著 日経BP社  410 ﾆｼ  

星と暮らす。 藤井　旭／著 誠文堂新光社  443 ﾌｼﾞ  

アラマタ生物事典 荒俣　宏／監修 講談社  460.4 ｱﾗ  

傘の形でわかる日本のきのこ 吉見　昭一／監修 成美堂出版  474.8 ｶ  

昆虫顔面図鑑　日本編 海野　和男／著 実業之日本社  486 ｳﾝ  

インディアンヘッドマッサージ ナレンドラ・メータ／著 産調出版  492.7 ﾒ  

やめられない 帚木　蓬生／著 集英社  493.7 ﾊﾊ  

日本の家 中川　武／著 TOTO出版  521.8 ﾅ  

重曹活用ハンドブック 角川SSコミュニケーションズ  590 ｼﾞ  

決定版節約の裏ワザ知得(しっとく)メモ999 主婦の友社／編 主婦の友社  591 ｼ  

満点父さんの日曜大工入門 つきよのウッディクラフト・クラブ／編 池田書店  592.7 ﾏ  

帯地でリフォーム 松末　朱美／著 世界文化社  594.7 ﾏ  

たのしいフエルト図案集400 日本ヴォーグ社  594.9 ﾀ  

おなかの脂肪がミルミルとれる! 山田　陽子／著 PHP研究所  595.6 ﾔ  

旅で出会ったローカルごはん 上村　一真／著 生活情報センター  596 ｶ  

栗原心平さんのふたりでいっしょのごちそうさま。 栗原　心平／料理 主婦と生活社  596 ｸ  

体がよろこぶ食物繊維のおかず300品 竹内　富貴子／著 女子栄養大学出版部  596 ﾀ  

ワインごはん 平野　由希子／著 日本経済新聞出版社  596 ﾋﾗ  

基本の中華&アジアンおかず 主婦の友社／編 主婦の友社  596.2 ｷ  

はちみつで、お料理 小川　聖子／著 女子栄養大学出版部  596.3 ｵ  

※2022/1/16現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

じゃがいも料理 高山　なおみ／著 集英社  596.37 ﾀ  

0カ月〜3才月齢別赤ちゃんのからだ&こころ発達BOOK 主婦の友社／編 主婦の友社  599 ｼﾕ  

はじめての花木・庭木 船越　亮二／[監修] 主婦の友社  627.7 ﾌ  

庭仕事のロープテクニック 小暮　幹雄／著 誠文堂新光社  629 ｺｸﾞ  

すぐにできるオイル缶炭やき術 溝口　秀士／著 創森社  658.2 ﾐ  

JR九州・唐池恒二のお客さまをわくわくさせる発想術 唐池　恒二／著 ぱる出版  686.0 ｶﾗ  

九州鉄道の記憶 宇都宮　照信／編 西日本新聞社  686.2 ｷ  

怖い絵 中野　京子／著 朝日出版社  723 ﾅｶ  

まんがでわかるまんがの歴史 大塚　英志／作 KADOKAWA  726.1 ｵｵ  

にっぽん原風景 産経新聞大阪本社写真報道局／編 東方出版  748 ﾆ  

趣味の日本刀　２００２年版 柴田　光男／著 雄山閣  756.6 ｼ  

フレディー・マーキュリー/華やかな孤独 リック・スカイ／著 シンコー・ミュージック  764.7 ｽ  

まほろばの国で さだ　まさし／著 毎日新聞社  767.8 ｻ  

アニメーションの基礎知識大百科 神村　幸子／著 グラフィック社  778.7 ｶﾐ  

国語辞書誰も知らない出生の秘密 石山　茂利夫／著 草思社  813.1 ｲ  

3分間日記 今村　暁／著 かんき出版  816.6 ｲ  

タイ語 JTBパブリッシング  829.3 ﾀｲ  

世界のジョーク事典 松田　道弘／編 東京堂出版  908.7 ﾏ  

おんなのことば 茨木　のり子／詩 童話屋  911.5 ｲ  

瀬戸内寂聴の源氏物語 [紫式部／原著] 講談社  913.3 ｾ  

老人力　[1] 赤瀬川　原平／著 筑摩書房  914.6 ｱ  

「女の勘」はなぜ鋭いのか 赤羽　建美／著 PHP研究所  914.6 ｱｶ  

負け犬の遠吠え 酒井　順子／著 講談社  914.6 ｻ  

ホットドッグの丸かじり 東海林　さだお／著 朝日新聞社  914.6 ｼ  

美女入門 林　真理子／著 マガジンハウス  914.6 ﾊ  

まだ17歳だけど、人生って面白いと思う 岩淵　大起／著 ポプラ社  916 ｲ  

読み忘れ三国志 荒俣　宏／著 小学館  923.5 ｱ  

炎の人ゴッホ アーヴィング・ストーン／著 中央公論社  933 ｽ  

娘たちへの贈り物 バーバラ・デリンスキー／著 扶桑社  933.7 ﾃﾞ  

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  

わたしが私になる方法 サリー・ワーナー／著 角川書店  933.7 ﾜ  

ムーミン谷へようこそ 富原　真弓／著 ベストセラーズ  949.8 ﾄ  

黒い氷 オーサ・ラーソン／著 早川書房  949.8 ﾗｿ  

のけ者 エマニュエル・ボーヴ／著 白水社  953.7 ﾎﾞﾌﾞ  

永遠の子ども フィリップ・フォレスト／著 集英社  956 ﾌ  

このページを読む者に永遠の呪いあれ マヌエル・プイグ／著 現代企画室  963 ﾌﾟ  

転ばぬ先のイソップ物語 植西　聰／著 経済界  991.7 ｳｴ  

ピーターパン・エンドロール 日日日／著 新風舎 F  ｱ  

陽気なギャングの日常と襲撃 伊坂　幸太郎／著 祥伝社 F  ｲｻ  

緑のアルダ 榎木　洋子／著 集英社 F  ｴ  

一朝の夢 梶　よう子／著 文藝春秋 F  ｶｼﾞ  

※2022/1/16現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

絶影の剣 北方　謙三／著 新潮社 F  ｷ  

沙漠の国の物語 倉吹　ともえ／著 小学館 F  ｸ  

同期 今野　敏／著 講談社 F  ｺﾝ  

千姫狂乱 早乙女　貢／著 祥伝社 F  ｻ  

千年鬼 西條　奈加／著 徳間書店 F  ｻｲ  

海炭市叙景 佐藤　泰志／著 小学館 F  ｻﾄ  

消防女子!! 佐藤　青南／著 宝島社 F  ｻﾄ  

脳男 首藤　瓜於／著 講談社 F  ｼ  

かあちゃん 重松　清／著 講談社 F  ｼｹﾞ  

閉ざされて 篠田　真由美／著 角川書店 F  ｼﾉ  

真犯人 翔田　寛／著 小学館 F  ｼﾖ  

悪役令嬢ヴィクトリア 菅原　りであ／著 小学館 F  ｽｶﾞ  

仇討二十一話 直木　三十五／[著] 講談社 F  ﾅ  

ラピスラズリの紋章 西沢　裕子／著 小学館 F  ﾆ  

星間商事株式会社社史編纂室 三浦　しをん／著 筑摩書房 F  ﾐｳ  

廃墟建築士 三崎　亜記／著 集英社 F  ﾐｻ  

豆の上で眠る 湊　かなえ／[著] 新潮社 F  ﾐﾅ  

荒神 宮部　みゆき／著 朝日新聞出版 F  ﾐﾔ  

みかづき 森　絵都／著 集英社 F  ﾓﾘ  

特別法第001条DUST 山田　悠介／著 文芸社 F  ﾔ  

ぶたぶたと秘密のアップルパイ 矢崎　存美／著 光文社 F  ﾔｻﾞ  

まりしてん【ギン】千代姫 山本　兼一／著 PHP研究所 F  ﾔﾏ  

平成講釈安倍清明伝 夢枕　獏／著 中央公論社 F  ﾕ  

回転寿司殺人事件 吉村　達也／[著] 講談社 F  ﾖ  

64 横山　秀夫／著 文藝春秋 F  ﾖｺ  

独居45 吉村　萬壱／著 文藝春秋 F  ﾖｼ  

よくわかる高血圧 新　啓一郎／監修 主婦の友社 F7 493.2 ｱﾀ  

ソーイングのコツQ&A ブティック社 A1 593.3 ｿ  

手で編む可愛い布ぞうり 小石　正子／著 河出書房新社 A2 593.3 ｺ  

草乃しずかの夢見る日本刺繡 草乃　しずか／著 世界文化社 A8 594.2 ｸｻ  

パラグアイに伝わる虹色のレース ニャンドゥティ 岩谷　みえエレナ／著 誠文堂新光社 A8 594.3 ｲﾜ  

基礎がわかる!かぎ針編みで作るベビーニット 寺西　恵里子／著 日東書院本社 A9 594.3 ﾃﾗ  

飾れる!贈れる!かわいい花の折り紙 山口　真／著 PHP研究所 B11 754.9 ﾔ  

驚くほどかんたん人体デッサン クリストファー・ハート／著 グラフィック社 B3 725 ﾊﾄ  

樹皮を編む 谷川　栄子／著 農山漁村文化協会 B5 754.6 ﾀﾆ  

はじめての花の寄せ植え 主婦の友社／編 主婦の友社 C2 627.8 ｼ  

確実に強くなるママさんバレー絶対上達 KVC／監修 実業之日本社 D4 783.2 ｹ  

いちばんやさしいゴルフ入門 長田　高明／監修 成美堂出版 D4 783.8 ｵ  

一人で学べる!強くなる将棋入門 行方　尚史／著 日本文芸社 D9 796 ﾅﾒ  

幸せを運ぶ赤ちゃんの名前事典 西村　安珠／監修 成美堂出版 E6 148.3 ﾆｼ  

お弁当がすぐできる、便利なおかず ベターホーム協会／編集 ベターホーム出版局 G12 596.4 ﾍﾞﾀ  

※2022/1/16現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

週末はいつも焼きたてパン 石澤　清美／[著] 角川SSコミュニケーションズ G14 596.6 ｲ  

男前ぼうろとシンデレラビスコッティ 按田　優子／著 農山漁村文化協会 G15 596.6 ｱﾝ  

だれも教えなかった料理のコツ 有元　葉子／著 筑摩書房 G2 596 ｱ  

奥薗流超ムダなし!食べきりレシピ 奥薗　壽子／著 家の光協会 G2 596 ｵｸ  

食べてやせる!低カロリーおかず400 主婦と生活社／編 主婦と生活社 G2 596 ｼﾕ  

年収150万円一家毎日のこんだて 森川　弘子／著 メディアファクトリー G2 596 ﾓﾘ  

見ておぼえるやさしい手話 谷　千春／監修 永岡書店 ﾃ 378.2 ﾐ  

※2022/1/16現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

魅力♡チャート&血液型診断 小泉　茉莉花／著 ポプラ社  141 ｺ  

こういうときどうするんだっけ 辰巳　渚／著 毎日新聞社  159 ﾀﾂ  

まんが世界ふしぎ物語　4 たかし　よいち／原作 理論社  204 ﾖｼ  

活劇巨編『里見八犬伝』大評判 小西　聖一／著 理論社  210 ｺ  

津田梅子 津田塾大学津田梅子資料室／監修 小学館  289 ﾂ  

本田宗一郎 ひきの　真二／まんが 小学館  289 ﾎ  

ドッグ・シェルター 今西　乃子／著 金の星社  327 ｲ  

おかねのきもち やまもと　ゆか／さく ベストセラーズ  337 ﾔﾏ  

たべものの名前のひみつ 国松　俊英／文 岩崎書店  383 ｸ  

恐竜とつきあう本 ヒサ　クニヒコ／著 偕成社  457 ﾋ  

マタギに育てられたクマ 金治　直美／文 佼成出版社  489 ｶﾅ  

こねこ ジェーン・バートン／写真 評論社  489 ﾛ  

大ギモン!ドラえもんの世界遺産なるほどクイズ 小学館  519 ﾀﾞ  

宇宙ステーション 長友　信人／ぶん 福音館書店  538 ﾅ  

たべもの教室　別巻1 家庭科教育研究者連盟／編 大月書店  596 ｶﾃ  

本日開店ミニパンやさん 花田　えりこ／文・絵 岩崎書店  596 ﾊ  

やさいのだいりょこう かこ　さとし／さく 童心社  621 ｶ  

２本のリンゴの木 おくやま　ひさし／著 大日本図書  625 ｵ  

ハムスター 山口　まく／イラスト 偕成社  645 ﾊ  

マタギ犬ゴンとイノシシ槍王の闘い 桑原　崇寿／著 農山漁村文化協会  659 ｸﾜ  

鉄道の大常識 梅原　淳／監修 ポプラ社  686 ｳ  

門司港駅ものがたり 北九州市社会科研究協議会門司区社／編 あらき書店  686 ﾓ  

ショパン パム・ブラウン／著 偕成社  762 ﾌﾞ  

ごちそうパクパク語源の話 木暮　正夫／文 岩崎書店  812 ｺ  

ことわざショウ 中川　ひろたか／文 ハッピーオウル社  814 ﾅｶ  

アメリカワニです、こんにちは モーリス・センダック／さく 冨山房 E  ｱﾒ  

アンディとらいおん ドーハーティ／ぶん・え 福音館書店 E  ｱﾝ  

いたずらかいじゅうはどこ? パット=ハッチンス／さく 偕成社 E  ｲﾀ  

おじさんのかさ 佐野　洋子／作・絵 講談社 E  ｵｼ  

おじぞうさん 田島　征三／[作] 福音館書店 E  ｵｼ  

つのはなんにもならないか 北山　葉子／作・絵 偕成社 E  ｵﾆ  

おばけとこどものおうさま にしかわ　おさむ／さく・え PHP研究所 E  ｵﾊ  

おもしろとうさん さとう　わきこ／作・絵 フレーベル館 E  ｵﾓ  

あしたもともだち 内田　麟太郎／作 偕成社 E  ｵﾚ  

かしこいビル ウィリアム・ニコルソン／さく ペンギン社 E  ｶｼ  

きつねとかわうそ いもと　ようこ／文・絵 金の星社 E  ｷﾂ  

金の鳥 内田　莉莎子／著 福武書店 E  ｷﾝ  

くだものなんだ きうち　かつ／さく・え 福音館書店 E  ｸﾀ  

サーカスがやってきた ガブリエル・バンサン／著 ブック・ローン出版 E  ｸﾏ  

はちみつだいすき なかの　ひろたか／作 童心社 E  ｸﾏ  

くろくんとなぞのおばけ なかや　みわ／さく・え 童心社 E  ｸﾚ  

※2022/1/16現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

たんじょうび おめでとう わかやま　けん／[絵] こぐま社 E  ｺｸ  

すうじの絵本 五味　太郎／作・絵 岩崎書店 E  ｽｳ  

はらぺこゆうれい [せな　けいこ／作] 童心社 E  ｾﾅ  

セーラーとペッカの運だめし ヨックム・ノードストリューム／作 偕成社 E  ｾﾗ  

そらとぶラムチャプッチャ ますだ　ゆうこ／文 学研 E  ｿﾗ  

たいのしま 野村　たかあき／作・絵 講談社 E  ﾀｲ  

たいこじいさん なすだ　みのる／文 ひくまの出版 E  ﾀｲ  

旅するベッド ジョン・バーニンガム／作 ほるぷ出版 E  ﾀﾋ  

だるまちゃんととらのこちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店 E  ﾀﾙ  

だんまりくらべ 遊子／文・絵 鈴木出版 E  ﾀﾝ  

くんくんとかじ ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 E  ﾁｲ  

ちょうちんまつり 唐　亜明／文 福音館書店 E  ﾁﾖ  

てぶくろをかいに にいみ　なんきち／ぶん ポプラ社 E  ﾃﾌ  

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  

天人女房 神川　こづえ／監修 南方新社 E  ﾃﾝ  

東京市暦 川端　誠／作 リブロポート E  ﾄｳ  

どうぶつまぜこぜあそび サトシン／さく そうえん社 E  ﾄｳ  

とけいのえほん とだ　こうしろう／作・絵 戸田デザイン研究室 E  ﾄｹ  

とってもいいこと 内田　麟太郎／文 クレヨンハウス E  ﾄﾂ  

トペラトト 田島　征三／著 現代企画室 E  ﾄﾍ  

とりどりのとり 佐々木　マキ／[作] クレヨンハウス E  ﾄﾘ  

にわとりとたまご イエラ・マリ／さく ほるぷ出版 E  ﾆﾜ  

ネコのラジオ局 南部　和也／さく 教育画劇 E  ﾈｺ  

ねずみのふわふわけいと かさい　まり／ぶん・え 教育画劇 E  ﾈｽ  

ねずみくんとおてがみ なかえ　よしを／作 ポプラ社 E  ﾈｽ  

のろまなローラー 小出　正吾／さく 福音館書店 E  ﾉﾛ  

バスがきた 五味　太郎／作絵 偕成社 E  ﾊｽ  

はなをくんくん ルース・クラウス／著 福音館書店 E  ﾊﾅ  

ハのハの小天狗 飯野　和好／作 ほるぷ出版 E  ﾊﾉ  

ハーメルンの笛ふき サラ・コリン／ぶん ほるぷ出版 E  ﾊﾒ  

パンダがナンダ あべ　はじめ／作 くもん出版 E  ﾊﾝ  

ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ／作 セーラー出版 E  ﾋﾂ  

おにはうち! 中川　ひろたか／文 童心社 E  ﾋﾏ  

ふたりのナマケモノ 高畠　純／作・絵 講談社 E  ﾌﾀ  

ふわふわしっぽと小さな金のくつ デュ・ボウズ・ヘイワード／作 Parco出版 E  ﾌﾜ  

へんしんトンネル あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E  ﾍﾝ  

ほしのメリーゴーランド 寮　美千子／作 フレーベル館 E  ﾎｼ  

ポップコーンをつくろうよ トミー・デ・パオラ／作 光村教育図書 E  ﾎﾂ  

ボールなげ 西薗　一也／監修 あかね書房 E  ﾎﾙ  

マウルスとマドライナ アロワ・カリジェ／著 岩波書店 E  ﾏｳ  

まこちゃんのおたんじょうび にしまき　かやこ／えとぶん こぐま社 E  ﾏｺ  

※2022/1/16現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

おさじさん 松谷　みよ子／文 童心社 E  ﾏﾂ  

まめくまくん いで　るりこ／作・絵 ひさかたチャイルド E  ﾏﾒ  

ミシンのうた こみね　ゆら／作 講談社 E  ﾐｼ  

ミルクのおかゆのかぞえうた エマ・チチェスター・クラーク／さく 評論社 E  ﾐﾙ  

もぐらとずぼん エドアルド・ペチシカ／ぶん 福音館書店 E  ﾓｸ  

ももんちゃんのっしのっし とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E  ﾓﾓ  

もりになったライオン 松原　裕子／作・絵 ポプラ社 E  ﾓﾘ  

ゆかいなさんぽ 土方　久功／さく・え 福音館書店 E  ﾕｶ  

スノーマン レイモンド・ブリッグス／さく 竹書房 E  ﾕｷ  

ユックリとジョジョニ 荒井　良二／作 ほるぷ出版 E  ﾕﾂ  

よみがえれ、えりもの森 本木　洋子／文 新日本出版社 E  ﾖﾐ  

リリィおばあさんなげキッス! ナンシー・ホワイト・カールストローム／作 偕成社 E  ﾘﾘ  

わたしのおべんとう スギヤマ　カナヨ／さく アリス館 E  ﾜﾀ  

うそつき大ちゃん 阿部　夏丸／著 ポプラ社 N  ｱ  

こぎつねルーファスのぼうけん アリソン・アトリー／作 岩波書店 N  ｱ  

忍たま乱太郎　[11] 尼子　騒兵衛／原作 ポプラ社 N  ｱ  

忍たま乱太郎　[29] 尼子　騒兵衛／原作 ポプラ社 N  ｱ  

魔女の子モッチ 井上　夕香／作 学研 N  ｲ  

ダイヤモンド・ガールズ ジャクリーン・ウィルソン／作 理論社 N  ｳ  

森のネズミのたんけん隊 岡野　薫子／作 ポプラ社 N  ｵ  

天丼一丁、こころ一丁 上条　さなえ／作 汐文社 N  ｶ  

ピザパイくん たすけてよ 角野　栄子／さく ポプラ社 N  ｶ  

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  

佐賀の童話 日本児童文学者協会『県別ふるさと童話館』編集委員会／編集 リブリオ出版 N  ｹ  

できたてホヤホヤおもしろ話 木暮　正夫／文 岩崎書店 N  ｺ  

ロンとククノチの木 小原　麻由美／作 PHP研究所 N  ｺﾊ  

コアラしんぶん 斉藤　洋／作 理論社 N  ｻ  

寿司屋の小太郎小太郎の初恋!? 佐川　芳枝／作 ポプラ社 N  ｻ  

あきかんカンカラカンコン 渋谷　愛子／作 学研 N  ｼ  

木を植えた男 ジャン・ジオノ／作 あすなろ書房 N  ｼﾞ  

ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん 末吉　暁子／作 あかね書房 N  ｽｴ  

おりこう王さまおとしもの 寺村　輝夫／作 理論社 N  ﾃ  

かぎばあさんの魔法クラブ 手島　悠介／作 岩崎書店 N  ﾃ  

こまったさんのスパゲティ 寺村　輝夫／作 あかね書房 N  ﾃ  

ズッコケ愛のプレゼント計画 那須　正幹／作 ポプラ社 N  ﾅｽ  

とびだせズッコケ事件記者 那須　正幹／作 ポプラ社 N  ﾅｽ  

おひめさま そらをとぶ まだらめ　三保／さく ポプラ社 N  ﾏ  

リトルベアーとふしぎなカギ リードバンクス／作 小峰書店 N  ﾘ  

※2022/1/16現在のリストです


