
【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!他人の心理学 渋谷　昌三／著 西東社  140.4 ｼﾌﾞ  

背中をポンと押してくれる言葉 松原　惇子／著 リヨン社  159.6 ﾏ  

「まぁ、いいか」のすすめ 山崎　武也／著 PHP研究所  159.7 ﾔﾏ  

歴史を動かした日本語100 島内　景二／著 河出書房新社  159.8 ｼ  

日本史パズル 夢現舎／監修 ナツメ社  210 ﾆ  

幕末下級武士の絵日記 大岡　敏昭／著 相模書房  210.5 ｵ  

江戸を騒がせた珍談、奇談、大災害 檜山　良昭／著 東京書籍  210.5 ﾋ  

中・高校生のための中国の歴史 鈴木　亮／著 平凡社  222 ｽ  

図説アイルランド 上野　格／編著 河出書房新社  233.9 ｽﾞ  

図説エジプトの「死者の書」 村治　笙子／文 河出書房新社  242 ﾑ  

ヒエログリフで学ぼう! 吉村　作治／著 荒地出版社  242 ﾖ  

歴史を変えた兄弟 榎本　秋／編著 イースト・プレス  280.4 ｴﾉ  

世界を救う13人のおばあちゃんの言葉 キャロル・シェーファー／著 ゴマブックス  280.4 ｼ  

「昭和」を振り回した男たち 半藤　一利／編 東洋経済新報社  281 ｼ  

珍名さんのいろいろ 森下　恒博／著 新風舎  288.1 ﾓﾘ  

一冊で読む土方歳三 河合　敦／著 成美堂出版  289 ﾋ  

塩野七生『ローマ人の物語』の旅 新潮45編集部／編 新潮社  293.7 ｼ  

シンガポールを知るための65章 田村　慶子／編著 明石書店  302.2 ﾀﾑ  

東大式ビジネス文章術 中田　亨／著 朝日新聞社  336.5 ﾅ  

“ノン”と言えない大国ニッポン ポール・ボネ／[著] 角川書店  361.4 ﾎﾞ  

ふろしき包み 雄鷄社  385.9 ﾌ  

「贈る」と「お返し」のマナー 松本　繁美／監修 主婦の友社  385.9 ﾏ  

月の本 林　完次／写真 角川書店  446 ﾂ  

里山図鑑 おくやま　ひさし／[著] ポプラ社  462.1 ｵ  

身近な昆虫識別図鑑 海野　和男／著 誠文堂新光社  486 ｳﾐ  

わかってほしい!大人のアスペルガー症候群 宮尾　益知／著 日東書院本社  493.7 ﾐﾔ  

KIMIKOのハッピーウオーキング KIMIKO／著 主婦の友社  498.3 ｷ  

おいしい!健康ジュース410レシピ 浜内　千波／監修 永岡書店  498.5 ｵ  

ビジュアル・ワイド日本の城 小和田　哲男／監修 小学館  521.8 ｵ  

小さくても間取りのいい家 主婦と生活社  527.1 ﾁｲ  

うわさの名酒新200選 地酒スペシャリストの会／編 講談社  588.5 ｳ  

毎日がちょっと幸せ 植草　桂子／著 主婦の友社  590.4 ｳ  

うきうきお出かけ着物術 近藤　ようこ／編 河出書房新社  593.8 ｺ  

こどもが使いやすい入園入学小物 ブティック社  594.7 ｺ  

岡野栄子のキルトエッセイ 岡野　栄子／著 日本ヴォーグ社  594.9 ｵ  

赤ちゃんのくらしのグッズ 戸崎　尚美／著 文化出版局  594.9 ﾄ  

体の中からきれいになる酢のレシピ 食のスタジオ／編 成美堂出版  596 ｼ  

にっぽん全国百年食堂 椎名　誠／著 講談社  596 ｼｲ  

絶品お好み焼き・たこ焼き・もんじゃ焼き 成美堂出版編集部／編 成美堂出版  596 ｾﾞ  

電子レンジで大満足ごはん 角川SSコミュニケーションズ  596 ﾃﾞﾝ  

とっても簡単&おいしい!ひとりぶんごはん 夏梅　美智子／[著] 主婦の友社  596 ﾅ  

※2022/3/10現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

藤井恵さんちの卵なし、牛乳なし、砂糖なしのフライパンおやつ 主婦の友社  596.6 ﾌ  

友人を招きたくなる素敵な部屋 成美堂出版編集部／編集 成美堂出版  597 ｾｲ  

前出英子の収納&リフォーム 実業之日本社／編 実業之日本社  597.5 ﾏ  

そういうふうにできている さくら　ももこ／著 新潮社  598.2 ｻ  

奇跡のリンゴ 石川　拓治／著 幻冬舎  625.2 ｲｼ  

花ことば 池田書店／編 池田書店  627 ﾊ  

実を楽しむ庭木 船越　亮二／著 主婦と生活社  627.7 ﾌ  

門から玄関前の庭 竜居　竹之介／著 主婦と生活社  629.7 ﾀ  

犬部! 片野　ゆか／著 ポプラ社  645.6 ｶﾀ  

男の焚き火事典 太田　潤／著 成美堂出版  658.2 ｵｵ  

スターバックス テイラー・クラーク／著 二見書房  673.9 ｸﾗ  

21世紀世界遺産の旅 小学館  709 ﾆｼﾞ  

超入門これなら描ける!マンガデッサンの教科書 中村　仁聴／著 成美堂出版  726.1 ﾁﾖ  

おとぎ話の幻想挿絵 海野　弘／解説・監修 パイインターナショナル  726.5 ｳﾝ  

布をチクチク、はんこでペタペタ。 こま　けいこ／著 文化出版局  736 ｺ  

晴れときどきはんこ こま　けいこ／著 主婦と生活社  739 ｺ  

おしゃれな布箱 佐藤　由美子／[著] 日本ヴォーグ社  754.9 ｻﾄ  

高峰秀子の流儀 斎藤　明美／著 新潮社  778.2 ｻｲ  

こんな夫婦に誰がした? 綾小路　きみまろ／著 PHP研究所  779.1 ｱ  

自転車で旅をしよう 自転車生活ブックス編集部／編 ロコモーションパブリッシング  786.5 ｼﾞ  

人前で3分、あがらずに話せる本 金井　英之／著 すばる舎  809.4 ｶ  

同時代を生きて 瀬戸内　寂聴／著 岩波書店  914.6 ｾ  

引退しない人生 曽野　綾子／著 海竜社  914.6 ｿﾉ  

聞く猿 ナンシー関／著 朝日新聞社  914.6 ﾅ  

人生を救え! 町田　康／著 毎日新聞社  914.6 ﾏ  

気まずい二人 三谷　幸喜／著 角川書店  914.6 ﾐ  

モンゴルのおすそわけ 岸本　葉子／著 東京書籍  915.6 ｷ  

あやしい探検隊アフリカ乱入 椎名　誠／著 山と渓谷社  915.6 ｼ  

またまた・マザー・グース 和田　誠／訳 筑摩書房  931 ﾏ  

グランド・フィナーレ 阿部　和重／著 講談社 F  ｱ  

ラブコメ今昔 有川　浩／著 角川書店 F  ｱﾘ  

暗黒童話 乙一／著 集英社 F  ｵ  

食べる女 荻野　アンナ／著 文芸春秋 F  ｵ  

ミーナの行進 小川　洋子／著 中央公論新社 F  ｵ  

それでも彼女は歩きつづける 大島　真寿美／著 小学館 F  ｵｵ  

ちょいな人々 荻原　浩／著 文藝春秋 F  ｵｷﾞ  

それは甘くないかなあ、森くん。 小野寺　史宜／著 ポプラ社 F  ｵﾉ  

乙女の花束 折原　みと／著 ポプラ社 F  ｵﾘ  

グランドマンション 折原　一／著 光文社 F  ｵﾘ  

学校の青空 角田　光代／著 河出書房新社 F  ｶ  

四色の藍 西條　奈加／著 PHP研究所 F  ｻｲ  

※2022/3/10現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ホテルローヤル 桜木　紫乃／著 集英社 F  ｻｸ  

卵の緒 瀬尾　まいこ／著 マガジンハウス F  ｾ  

下妻物語 岳本　野ばら／著 小学館 F  ﾀ  

下妻物語　完 嶽本　野ばら／著 小学館 F  ﾀ  

ハピネス 嶽本　野ばら／著 小学館 F  ﾀ  

蝿男 田口　ランディ／著 文藝春秋 F  ﾀｸﾞ  

ワンダー・ドッグ 竹内　真／著 新潮社 F  ﾀｹ  

ピアニシモ 辻　仁成／著 集英社 F  ﾂ  

ロードムービー 辻村　深月／著 講談社 F  ﾂｼﾞ  

レモンタルト 長野　まゆみ／著 講談社 F  ﾅｶﾞ  

ワタクシハ 羽田　圭介／著 講談社 F  ﾊﾀﾞ  

RURIKO 林　真理子／著 角川書店 F  ﾊﾔ  

まぐだら屋のマリア 原田　マハ／著 幻冬舎 F  ﾊﾗ  

ここに死体を捨てないでください! 東川　篤哉／著 光文社 F  ﾋｶﾞ  

パラドックス13 東野　圭吾／著 毎日新聞社 F  ﾋｶﾞ  

ドーン 平野　啓一郎／著 講談社 F  ﾋﾗ  

劇場 又吉　直樹／著 新潮社 F  ﾏﾀ  

いちご同盟 三田　誠広／著 河出書房新社 F  ﾐ  

きのね　上 宮尾　登美子／著 朝日新聞社 F  ﾐ  

きのね　下 宮尾　登美子／著 朝日新聞社 F  ﾐ  

往復書簡 湊　かなえ／著 幻冬舎 F  ﾐﾅ  

望郷 湊　かなえ／著 文藝春秋 F  ﾐﾅ  

リバース 湊　かなえ／著 講談社 F  ﾐﾅ  

東京奇譚集 村上　春樹／著 新潮社 F  ﾑ  

鍋の中 村田　喜代子／著 文芸春秋 F  ﾑ  

コンビニ人間 村田　沙耶香／著 文藝春秋 F  ﾑﾗ  

家族の分け前 森　浩美／著 双葉社 F  ﾓﾘ  

思い出コロッケ 諸田　玲子／[著] 新潮社 F  ﾓﾛ  

ひなた 吉田　修一／著 光文社 F  ﾖ  

まぼろしハワイ よしもと　ばなな／著 幻冬舎 F  ﾖｼ  

大人色のバッグ パッチワーク通信社 A2 594.7 ｵﾄ  

カンタン、カワイイ刺し子雑貨 雄鶏社 A8 594.2 ｶ  

実用チラシ折り紙 坂田　英昭／著 日東書院本社 B11 754.9 ｻｶ  

見てわかる庭木・植木の育て方 早川　満生／著 誠文堂新光社 C2 627.7 ﾊ  

ガムテープでつくるバッグの本 中島　麻美／著 池田書店 C8 594.7 ﾅｶ  

気軽に楽しむ釣り入門 JTBパブリッシング D7 787.1 ｷｶﾞ  

子育てハッピーアドバイスもっと知りたい小児科の巻　2 吉崎　達郎／ほか著 1万年堂出版 E8 493.9 ﾖｼ  

骨盤教室 寺門　琢己／著 幻冬舎 F10 498.3 ﾃ  

※2022/3/10現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

レオナルド・ダ・ヴィンチ 集英社  289 ﾀﾞ  

学習漫画 世界の伝記　[28]　　ニュートン 集英社  289 ﾆ  

スペインのむかし話 三原　幸久／編訳 偕成社  388 ｽ  

科学あそび大図鑑 津田　妍子／著 大月書店  407 ﾂ  

すうじとことば フレーベル館  411 ｽ  

スズメの大研究 国松　俊英／文 PHP研究所  488 ｸ  

カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ　ちひろ／作・絵 アリス館  488 ﾅｶ  

オランウータンのジプシー 黒鳥　英俊／著 ポプラ社  489 ｸﾛ  

ストローで調べる強いかたち ベルニー・ズボルフスキー／著 さ・え・ら書房  524 ｽﾞ  

宇宙がきみを待っている 若田　光一／著 汐文社  538 ﾜｶ  

ぷるぷるやわらか!とうふ 日本豆腐協会／監修 チャイルド本社  580 ﾄﾞｳ  

たべもの教室　2 家庭科教育研究者連盟／編 大月書店  596 ｶﾃ  

べっこうあめパーティー 左巻　健男／さく 童心社  596 ｻ  

ねこさんこんにちは 沼野　正子／著 福音館書店  645 ﾇ  

小鳥 七尾　純／構成・文 国土社  646 ﾅ  

ゴッホの絵本 ゴッホ／[画] 小学館  723 ﾕ  

そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地　国夫／写真 小学館  746 ｲﾁ  

リサイクル工作と手芸　4 学研  750 ﾘ  

かこさとし あそびの本　1 かこ　さとし／文・絵 童心社  781 ｶ  

できる!スポーツテクニック　4 ポプラ社  783 ﾃﾞｷ  

マンガ囲碁必勝法 藤井　ひろし／著 山海堂  795 ﾌ  

世界のなぞなぞ 藤川　雅行／著 今人舎(発売)  798 ﾌ  

ひょうしき・マークのえほん 清原　一秀／絵 講談社  801 ｷ  

にんげんが文字をつくってから シュザンヌ・ビュキエ／文・構成 リブリオ出版  801 ﾋﾞ  

どうぶつゾロゾロ熟語の話 木暮　正夫／文 岩崎書店  814 ｺ  

大どろぼうタンタン 日本児童文学者協会／編 国土社 N  ｱ  

すいえい大とっくん わるいとのさまをやっつけろ! 尼子　騒兵衛／作・絵 ポプラ社 N  ｱ  

カンガルーおばさんのおかいもの 岩佐　めぐみ／作 講談社 N  ｲ  

森のネズミのたからもの 岡野　薫子／著 ポプラ社 N  ｵ  

ひょうのぼんやりおやすみをとる 角野　栄子／作 講談社 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  

ぼくはビースト パトリシア・ライリー・ギフ／作 さ・え・ら書房 N  ｷﾞ  

きまぐれなカミさま 黒田　けい／作 岩崎書店 N  ｸ  

もりもり小学校まじょのカレーパーティー 薫　くみこ／作 ポプラ社 N  ｸ  

ものぐさドラゴン ケネス・グレーアム／作 金の星社 N  ｸﾞ  

おかしさドッカンわらい話 木暮　正夫／文 岩崎書店 N  ｺ  

おふろかいじゅうカルルス 斉藤　洋／作 講談社 N  ｻ  

ちびまる子ちゃんの学級文庫　4 さくら　ももこ／原作 学研教育出版 N  ｻｸ  

だれ? 谷川　俊太郎／作 講談社 N  ﾀ  

王さまひみつのボタン 寺村　輝夫／作 理論社 N  ﾃ  

わかったさんのクレープ 寺村　輝夫／作 あかね書房 N  ﾃ  

※2022/3/10現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

大当たりズッコケ占い百科 那須　正幹／作 ポプラ社 N  ﾅｽ  

プッチとヌーボとかいぶつドロンゴ 舟崎　克彦／さく ポプラ社 N  ﾌ  

まほうのおしろでベビーシッター!! 藤　真知子／作 ポプラ社 N  ﾌ  

もりのレストラン 舟崎　靖子／著 偕成社 N  ﾌ  

すてごろうのひろったもの 松居　スーザン／作 文溪堂 N  ﾏﾂ  

くまちゃん、どこいくの もりやま　みやこ／作 ポプラ社 N  ﾓ  

つるばら村のはちみつ屋さん 茂市　久美子／作 講談社 N  ﾓ  

ビーズのてんとうむし 最上　一平／作 童心社 N  ﾓ  

しゃっくり百万べん 矢玉　四郎／作 偕成社 N  ﾔ  

あ・あ 三浦　太郎／さく・え 童心社 E  ｱｱ  

ああいいきもち 五味　太郎／作 リブロポート E  ｱｱ  

青いかいじゅうと赤いかいじゅう デイビッド・マッキー／著 アーニ出版 E  ｱｵ  

こちょばここちょばこ 中川　ひろたか／文 ひかりのくに E  ｱｶ  

アフリカの音 沢田　としき／作・絵 講談社 E  ｱﾌ  

あめふり まつい　のりこ／著 偕成社 E  ｱﾒ  

あーんあん せな　けいこ／さく・え 福音館書店 E  ｱﾝ  

いいこいいこ アン・グットマン／文 講談社 E  ｲｲ  

おいしいね おいしいよ わかやま　けん／さく 童心社 E  ｵｲ  

おおきくなった! まつい　のりこ／さく 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  

おなかぺこぺこ しみず　みちを／文 教育画劇 E  ｵﾅ  

おはよう 中川　李枝子／著者 グランまま社 E  ｵﾊ  

おひさまあはは 前川　かずお／作・絵 こぐま社 E  ｵﾋ  

おんぶに だっこ わかやま　けん／さく 童心社 E  ｵﾝ  

がちゃがちゃどんどん 元永　定正／さく 福音館書店 E  ｶﾁ  

かんかんかん のむら　さやか／文 福音館書店 E  ｶﾝ  

ぎったんばっこん なかえ　よしを／文 文化出版局 E  ｷﾂ  

きんのストロー みずかみ　かずよ／詩 国土社 E  ｷﾝ  

きんぎょ ユ　テウン／作 セーラー出版 E  ｷﾝ  

きんぎょのおまつり 高部　晴市／[作] フレーベル館 E  ｷﾝ  

くだもの 平山　和子／さく 福音館書店 E  ｸﾀ  

おててがでたよ 林　明子／さく 福音館書店 E  ｸﾂ  

絵本クマのプーさん A・A・ミルン／ぶん 岩波書店 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  

こぐまちゃんのどろあそび わかやま　けん／[絵] こぐま社 E  ｺｸ  

ことり 中川　ひろたか／ぶん 金の星社 E  ｺﾄ  

ごはんまぁだ? トニー・ロス／さく 偕成社 E  ｺﾊ  

ころころころ 元永　定正／さく・え 福音館書店 E  ｺﾛ  

ころんちゃん まつなり　まりこ／作 アリス館 E  ｺﾛ  

よなかのころわん 間所　ひさこ／作 ひさかたチャイルド E  ｺﾛ  

サーカス! ピーター・スピア／作 福音館書店 E  ｻｶ  

※2022/3/10現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

さんぽだいすき 岸田　衿子／著 ひかりのくに E  ｻﾝ  

11ぴきのねことあほうどり 馬場　のぼる／著 こぐま社 E  ｼﾕ  

10人のゆかいなひっこし 安野　光雅／作 童話屋 E  ｼﾕ  

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

ソファーのうえで 川端　誠／作 講談社 E  ｿﾌ  

そら、にげろ 赤羽　末吉／作 偕成社 E  ｿﾗ  

たいこのすきな赤鬼 松谷　みよ子／作 にっけん教育出版社 E  ﾀｲ  

たいようオルガン 荒井　良二／著 アートン E  ﾀｲ  

だっだぁー ナムーラミチヨ／作 主婦の友社 E  ﾀﾂ  

たのしいキリンのかいかた たがわ　ひでき／え 学研教育出版 E  ﾀﾉ  

たべたのだあれ 五味　太郎／さく 文化出版局 E  ﾀﾍ  

たまごのあかちゃん かんざわ　としこ／ぶん 福音館書店 E  ﾀﾏ  

たんたんぼうや かんざわ　としこ／ぶん 福音館書店 E  ﾀﾝ  

たんぽぽのおかあさん こんの　ひとみ／作 金の星社 E  ﾀﾝ  

小さな小さな魔女ピッキ トーン・テレヘン／文 徳間書店 E  ﾁｲ  

どうぶつのおかあさん 小森　厚／ぶん 福音館書店 E  ﾄｳ  

ともだちはモモー 佐野　洋子／著 リブロポート E  ﾄﾓ  

ドラキュラーってこわいの? せな　けいこ／作 小峰書店 E  ﾄﾗ  

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  

ねことおばあさん ティエン　ユアン／さく みらいパブリッシング E  ﾈｺ  

また!ねずみくんとホットケーキ なかえ　よしを／作 ポプラ社 E  ﾈｽ  

ふね バイロン・バートン／さく　え 金の星社 E  ﾉﾘ  

パイがいっぱい 和田　誠／著 文化出版局 E  ﾊｲ  

はたらきもののトラック、キング 松本　州平／作・絵 徳間書店 E  ﾊﾀ  

パディントンのかいもの マイケル=ボンド／さく 偕成社 E  ﾊﾃ  

はらぺこねこ 木村　由利子／文 小学館 E  ﾊﾗ  

ハンナのあたらしいふく イツァク・シュヴァイゲル・ダミエル／さく 福音館書店 E  ﾊﾝ  

パンやのろくちゃん でんしゃにのって 長谷川　義史／作 小学館 E  ﾊﾝ  

ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや／作絵 金の星社 E  ﾌｼ  

ふたりはふたご 田島　征彦／作 くもん出版 E  ﾌﾀ  

ママだいすき セバスチャン・ブラウン／さく・え 徳間書店 E  ﾏﾏ  

まよなかのおやつ 舟崎　克彦／著 秋書房 E  ﾏﾖ  

やさいばたけははなばたけ 広野　多珂子／作・絵 佼成出版社 E  ﾔｻ  

やさしいライオン やなせ　たかし／作・絵 フレーベル館 E  ﾔｻ  

ゆうきをだして! くすのき　しげのり／原作 佼成出版社 E  ﾕｳ  

ゆうたのオオムラサキ ふりや　かよこ／[作] 文研出版 E  ﾕｳ  

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ／さく 偕成社 E  ﾖｶ  

りんごがドスーン 多田　ヒロシ／著 文研出版 E  ﾘﾝ  

※2022/3/10現在のリストです


