
【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

マンガ『論語』完全入門 森　哲郎／著 講談社  123.8 ﾓ  

夢占い大事典 不二　竜彦／著 学研  148.9 ﾌ  

なんで時間がないんだ? 菅野　結希／著 自由国民社  159 ｶ  

世界でひとりの自分を愛そう! キンバリー・カーバーガー／編著 ポプラ社  159.6 ｶ  

ドラゴン桜東大合格をつかむ言葉161 三田　紀房／編 講談社  159.7 ﾄﾞ  

D・カーネギー名言集 ドロシー・カーネギー／編 創元社  159.8 ｶ  

アラマタ人物伝 荒俣　宏／監修 講談社  281.0 ｱﾗ  

妻たちのホワイトハウス ムルハーン千栄子／著 集英社  285.3 ﾑ  

家系のしらべ方 丸山　浩一／著 金園社  288.2 ﾏ  

フクシ伝説 落合　福嗣／著 集英社  289.1 ｵﾁ  

日本の問題よくわからないまま社会人している人へ 池上　彰／著 海竜社  304 ｲ  

消滅した国々 吉田　一郎／著 社会評論社  312 ﾖｼ  

普賢、鳴りやまず 鐘ケ江　管一／著 集英社  318.2 ｶ  

面接の質問「でた順」50　2016年度版 渡辺　茂晃／著 日経HR  377.9 ﾜﾀ  

STUDY HACKS! 小山　龍介／著 東洋経済新報社  379.7 ｺﾔ  

この子はこの子でいいんだ。私は私でいいんだ 明橋　大二／著 1万年堂出版  379.9 ｱ  

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  

昭和の洋食平成のカフェ飯 阿古　真理／著 筑摩書房  383.8 ｱｺ  

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  

大人のマナー和の作法便利帳 知的生活研究所／著 青春出版社  385.9 ﾁ  

考えるキノコ 佐久間　大輔／監修 INAX出版  474.8 ｻｸ  

きのこの下には死体が眠る!? 吹春　俊光／著 技術評論社  474.8 ﾌｷ  

梅のルーツ 梅田　操／著 誠文堂新光社  479.7 ｳﾒ  

最新めまい・耳鳴り・難聴 小川　郁／監修 主婦の友社  496.6 ｵ  

最新失敗しない入れ歯作り 坂上　俊保／著 桐書房  497.5 ｻｶ  

ヨガのポーズが丸ごとわかる本 Yogini編集部／編 枻出版社  498.3 ｴｲ  

あったか介護食いきいき長寿食 あったかいご／編著 長野：川辺書林  498.5 ｶ  

甘い物は脳に悪い 笠井　奈津子／著 幻冬舎  498.5 ｶｻ  

天然モノは安全なのか? James P.Collman／[著] 丸善  498.5 ｺ  

すごい弁当力! 佐藤　剛史／著 五月書房  498.5 ｻﾄ  

ひと目でわかるリフォームの本 成美堂出版編集部／編 成美堂出版  527 ﾋ  

手作りの化粧水と美肌パック 折出　恭子／監修 成美堂出版  576.7 ﾃ  

家具を修理する本 出村　純／監修 地球丸  583.7 ｶ  

パンが好き 毎日新聞社  588.3 ﾊﾟ  

スイーツの定番 村山　なおこ／著 プレジデント社  588.3 ﾑ  

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  

おしゃれの基本帖 西村　玲子／著 世界文化社  589.2 ﾆ  

エコ生活のアイデアコツのコツ　3 リブリオ出版  590 ｴｺ  

簡素な暮らしの家事手帖 村川　協子／著 大和書房  590 ﾑﾗ  

世界のおばあちゃんの知恵袋 イーメディア／編 三修社  590.4 ｾ  

服が掟だ! 石川　三千花／著 文芸春秋  593.3 ｲ  

※2022/5/20現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

はじめての手づくり刺し子こもの 学研パブリッシング  594.2 ﾊｼﾞ  

炊飯器で調理革命 村田　裕子／著 講談社  596 ﾑ  

本場さぬきうどんの作り方 香川県生麵事業協同組合／監修 旭屋出版  596.3 ﾎ  

納豆の快楽 小泉　武夫／著 講談社  619.6 ｺ  

おいしいお茶がのみたい 波多野　公介／著 PHP研究所  619.8 ﾊ  

あんりゆきの花びらワーク あんり　ゆき／著 文化出版局  627.9 ｱ  

フラワーアレンジメント入門 新妻　尚美／著 竹内書店新社  627.9 ﾆ  

ねこのことわざえほん 高橋　和枝／著 ハッピーオウル社  645.7 ﾀ  

猫の困った行動解決ハンドブック 高崎　一哉／著 ワンダーブック  645.7 ﾀ  

ハムスター・ウサギ・リスたちと暮らす本 霍野　晋吉／監修 成美堂出版  645.9 ﾊ  

魚の発酵食品　改訂版 藤井　建夫／著 成山堂書店  667.6 ﾌ  

図説大江戸おもしろ商売 北嶋　廣敏／著 学研  672.1 ｷ  

お昼ごはん、何にする? こぐれ　ひでこ／絵・文 マガジンハウス  673.9 ｺ  

さぬきうどんに賭ける 山田　潔／著 成山堂書店  673.9 ﾔ  

東京ディズニーランド完全ガイド　2018-2019 講談社  689.5 ﾄｳ  

モナ・リザからの手紙 山本　紫苑／著 ゴマブックス  723 ﾔ  

営業ものがたり 西原　理恵子／著 小学館  726.1 ｻｲ  

筒井康隆漫画全集 筒井　康隆／著 実業之日本社  726.1 ﾂ  

割ばし輪ゴム鉄砲製作教本 永田　金司／著 クオン  754.3 ﾅｶﾞ  

聞いたり聞かれたり 和田　誠／編著 七つ森書館  778.0 ﾜﾀﾞ  

忍ばずの女 高峰　秀子／著 潮出版社  778.2 ﾀ  

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  

いい歳旅立ち 阿川　佐和子／著 講談社  914.6 ｱ  

女は三角男は四角 内館　牧子／著 小学館  914.6 ｳ  

オカン、おふくろ、お母さん 文藝春秋／編 文藝春秋  914.6 ｵｶ  

マダム小林の優雅な生活 小林　聡美／[著] 幻冬舎  914.6 ｺ  

男を磨く酒の本 斎藤　茂太／著 PHP研究所  914.6 ｻ  

恋をする人しない人 柴門　ふみ／著 PHP研究所  914.6 ｻ  

謙遜は大人の世界 辻堂　大地／著 日本図書刊行会  914.6 ﾂ  

うまうまノート 室井　滋／文・イラスト・写真 講談社  914.6 ﾑ  

ラブファイアー 室井　佑月／著 文春ネスコ  914.6 ﾑ  

風のエッセイ 森　瑤子／著 創樹社  914.6 ﾓ  

白樫の樹の下で 青山　文平／著 文藝春秋 F  ｱｵ  

ちゃんちゃら 朝井　まかて／著 講談社 F  ｱｻ  

天使はここに 朝比奈　あすか／著 朝日新聞出版 F  ｱｻ  

ハッピー・リタイアメント 浅田　次郎／著 幻冬舎 F  ｱｻ  

夜のだれかの玩具箱 あさの　あつこ／著 文藝春秋 F  ｱｻ  

罪の余白 芦沢　央／著 角川書店 F  ｱｼ  

ヒア・カムズ・ザ・サン 有川　浩／著 新潮社 F  ｱﾘ  

ぼくたちはきっとすごい大人になる 有吉　玉青／著 光文社 F  ｱﾘ  

ラニーニャ 伊藤　比呂美／[著] 新潮社 F  ｲ  

※2022/5/20現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

わたしがいなかった街で 柴崎　友香／著 新潮社 F  ｼﾊﾞ  

キシャツー 小路　幸也／著 河出書房新社 F  ｼﾖ  

さよなら、田中さん 鈴木　るりか／著 小学館 F  ｽｽﾞ  

渇く 瀬戸内　寂聴／著 日本放送出版協会 F  ｾ  

強運の持ち主 瀬尾　まいこ／著 文藝春秋 F  ｾ  

孤独にさようなら 辻　仁成／著 マガジンハウス F  ﾂｼﾞ  

アコギなのかリッパなのか 畠中　恵／著 実業之日本社 F  ﾊ  

一分間だけ 原田　マハ／著 宝島社 F  ﾊ  

不機嫌な果実 林　真理子／著 文芸春秋 F  ﾊ  

僕と先輩のマジカル・ライフ はやみね　かおる／[著] 角川書店 F  ﾊ  

湯呑茶碗 半村　良／著 扶桑社 F  ﾊ  

約束の地で 馳　星周／著 集英社 F  ﾊｾ  

ブギウギ 坂東　眞砂子／著 角川書店 F  ﾊﾞﾝ  

新参者 東野　圭吾／著 講談社 F  ﾋｶﾞ  

ある男 平野　啓一郎／著 文藝春秋 F  ﾋﾗ  

送り人の娘 廣嶋　玲子／[著] 角川書店 F  ﾋﾛ  

時計塔のある町 藤江　じゅん／[著] 角川書店 F  ﾌｼﾞ  

疾風ガール 誉田　哲也／著 新潮社 F  ﾎﾝ  

パレット 前川　麻子／著 光文社 F  ﾏ  

バイ貝 町田　康／著 双葉社 F  ﾏﾁ  

ののはな通信 三浦　しをん／著 KADOKAWA F  ﾐｳ  

カササギたちの四季 道尾　秀介／著 光文社 F  ﾐﾁ  

笑うハーレキン 道尾　秀介／著 中央公論新社 F  ﾐﾁ  

母性 湊　かなえ／[著] 新潮社 F  ﾐﾅ  

負けない私 群　ようこ／著 毎日新聞社 F  ﾑ  

コンビニ人間 村田　沙耶香／著 文藝春秋 F  ﾑﾗ  

いつかパラソルの下で 森　絵都／著 角川書店 F  ﾓ  

赤い月 森福　都／著 徳間書店 F  ﾓﾘ  

工学部・水柿助教授の解脱 森　博嗣／著 幻冬舎 F  ﾓﾘ  

クライマーズ・ハイ 横山　秀夫／著 文芸春秋 F  ﾖ  

リース&アレンジメント 平松　美加／著 雄鷄社 A11 627.9 ﾋ  

ぺたんこBag ブティック社 A2 594.7 ﾍﾟ  

すてきなタティングレース 盛本　知子／著 NHK出版 A9 594.3 ﾓﾘ  

手づくりする手紙 木下　綾乃／著 文化出版局 B2 693.0 ｷ  

見てわかるサボテン・多肉植物の育て方 高橋　良孝／監修 誠文堂新光社 C2 627.7 ﾀ  

失敗しないミニ盆栽 群　境介／監修 誠文堂新光社 C3 627.8 ｼ  

すのことカラーボックスで楽しく作る！収納便利　家具＆雑貨 主婦と生活社 C5 592.7 ｽ  

子育てハッピーアドバイス知っててよかった小児科の巻 吉崎　達郎／著 1万年堂出版 E8 493.9 ﾖｼ  

得する生活の知恵コツのコツ　1 得する生活の知恵研究会／編著 リブリオ出版 E9 590 ﾄｸ  

洗濯・衣類のきほん 池田書店編集部／編 池田書店 E9 593.5 ｲｹ  

呼吸マッサージ 劉　勇／著 法研 F10 492.7 ﾘ  

※2022/5/20現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

専門医がやさしく教える腰痛 久野木　順一／著 PHP研究所 F3 493.6 ｸﾉ  

女性ホルモンですっきりキレイ 渡邉　賀子／総監修 ナツメ社 F8 495 ｼﾞ  

マリコ・レシピ 林　真理子／著 マガジンハウス G2 596 ﾊﾔ  

切り身魚クッキング 田口　成子／著 家の光協会 G2 596.35 ﾀ  

バターのいらないおいしい焼き菓子 濱田　美里／著 世界文化社 G15 596.6 ﾊﾏ  

ひんやりスイーツBOOK オレンジページ G15 596.6 ﾋﾝ  

みるまゆさんの子どもおやつ 山本　路子／著 西東社 G15 596.6 ﾔﾏ  

※2022/5/20現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

犬に本を読んであげたことある? 今西　乃子／文 講談社  019 ｲ  

飛ぶ読書室 紀田　順一郎／著 みくに出版  019 ｷﾀﾞ  

もっとデッカイ世界があるぞ 秋山　仁／著 ポプラ社  159 ｱ  

新選組の大常識 矢口　祥有里／監修 ポプラ社  210 ｱ  

戦国時代の道具図鑑 本山　賢司／絵と文 PHP研究所  210 ﾓ  

織田信長 筑波　常治／作 国土社  289 ｵ  

すばらしい世界の自然　[2] 松岡　達英／絵と文 大日本図書  290 ﾏ  

フリーターになるとどうなるの? 内田　正信／監修 朝日新聞出版  330 ｳﾁ  

探検するよ、さぁ科学の世界へ クレア・ワッツ／文 化学同人  404 ｳｵ  

ふしぎなふしぎなミクロの世界 スティーブン・クレイマー／著 丸善  460 ｸ  

よみがえれ黄金(クガニー)の島 小山　重郎／著 筑摩書房  486 ｺ  

昆虫の大常識 山内　ススム／文 ポプラ社  486 ﾔ  

キツネとタヌキの大研究 木暮　正夫／文 PHP研究所  489 ｺ  

クジラ 水口　博也／著 金の星社  489 ﾐ  

脳と体のしくみ絵事典 久恒　辰博／著 PHP研究所  491 ﾋ  

原子力の大研究 PHP研究所／編 PHP研究所  539 ﾋﾟｴ  

すしの絵本 ひびの　てるとし／へん 農山漁村文化協会  596 ﾂ  

簡単料理コツのコツ　1 やまはた　のりこ／著 リブリオ出版  596 ﾔ  

母と子の園芸教室・野菜をつくろう 末松　茂孝／著 さ・え・ら書房  626 ｽ  

盲導犬になれなかったスキッパー 藤崎　順子／著 文藝春秋  645 ﾌｼﾞ  

おじいちゃんは水のにおいがした 今森　光彦／著 偕成社  664 ｲ  

うごかしてあそぼうおりがみのほん 織茂　恭子／著 福音館書店  754 ｵ  

最新少年野球一番わかりやすいルールブック 小林　毅二／監修 日本文芸社  783 ｺﾊﾞ  

稲本潤一物語 本郷　陽二／編 汐文社  783 ﾎ  

親子でたのしむ将棋入門 将棋を楽しむ会／編 土屋書店  796 ｼ  

二分間の冒険 岡田　淳／著 偕成社 N  ｵ  

エルマ－とりゅう ル－ス・スタイルス・ガネット／著 福音館書店 N  ｶﾞ  

おこりんぼの魔女のおはなし ハンナ・クラーン／著 早川書房 N  ｸ  

秘密が見える目の少女 リーネ・コーバベル／著 早川書房 N  ｺ  

フフンなるほどなぜなぜ話 木暮　正夫／文 岩崎書店 N  ｺ  

告白 小林　深雪／[著] 講談社 N  ｺﾊﾞ  

ペンギンしょうぼうたい 斉藤　洋／作 講談社 N  ｻ  

王さまのアイスクリーム フランセス・ステリッド／ぶん 大日本図書 N  ｽ  

ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ 末吉　暁子／作 あかね書房 N  ｽ  

すてきなルーちゃん たかどの　ほうこ／さく 偕成社 N  ﾀ  

ダンゴムシはだんご好き? 谷本　雄治／作 文溪堂 N  ﾀ  

レイル S.D.タワー／著 ソニー・マガジンズ N  ﾀ  

わかったさんのアップルパイ 寺村　輝夫／作 あかね書房 N  ﾃ  

逃げたロボット レスター・デル・レイ／作 岩崎書店 N  ﾃﾞ  

ランドセルいっしょけんめい とよた　かずひこ／さく・え ポプラ社 N  ﾄ  

裏庭 梨木　香歩／著 理論社 N  ﾅ  

※2022/5/20現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

むしばぼくじょう 名木田　恵子／作 講談社 N  ﾅ  

ズッコケ三人組と死神人形 那須　正幹／作 ポプラ社 N  ﾅｽ  

パンダのポンポン 野中　柊／作 理論社 N  ﾉ  

まだかなまだかな 原　京子／さく・え ポプラ社 N  ﾊ  

さらわれた王子さまと庭師の娘 ゲルハルト=ホルツ=バウマート／作 講談社 N  ﾎ  

風味[さんじゅうまる] まはら　三桃／著 講談社 N  ﾏﾊ  

倒立する塔の殺人 皆川　博子／作 理論社 N  ﾐﾅ  

おひさまやのたんぽぽスプレー 茂市　久美子／作 講談社 N  ﾓｲ  

やかんねこ 矢玉　四郎／さく・え 学研 N  ﾔ  

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  

あっぷっぷ 中川　ひろたか／文 大阪：ひかりのくに E  ｱｶ  

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  

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  

あめのひえんそく まつお　りかこ／作・絵 岩崎書店 E  ｱﾒ  

いっぽくんのただいま とよた　かずひこ／作 ポプラ社 E  ｲﾂ  

いとしのロベルタ 佐々木　マキ／作 ほるぷ出版 E  ｲﾄ  

いろいろどうぶつえん パトリック・ラロッシュ／さく 福音館書店 E  ｲﾛ  

ウホウホあぶないウホウホにげろ 日隅　一雄／原案 子どもの未来社 E  ｳﾎ  

ベルナとなみだのホットケーキ ぐんじ　ななえ／さく ハート出版 E  ｴﾎ  

おにぎりくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E  ｵｲ  

おこってるんだからね 川之上　英子／作 生命保険協会 E  ｵｺ  

おつきさまこんばんは 林　明子／著 福音館書店 E  ｵﾂ  

おにのよめさん きし　なみ／ぶん 偕成社 E  ｵﾆ  

おひさまぽかぽか 笠野　裕一／作 福音館書店 E  ｵﾋ  

おやすみぐーぐー あべ　弘士／さく 小学館 E  ｵﾔ  

がたんごとんがたんごとん 安西　水丸／さく 福音館書店 E  ｶﾀ  

きょうりゅうのかいかた くさの　だいすけ／ぶん 岩波書店 E  ｷﾖ  

なまえはなあに? かさい　まり／ぶん・え アリス館 E  ｷﾖ  

おともだち ささき　ようこ／作・絵 ポプラ社 E  ｸﾏ  

古代ギリシャのいいこと図鑑 結城　昌子／著 小学館 E  ｺﾀ  

さんびきのこぶた [ジェイコブス／原作] チャイルド本社 E  ｻﾝ  

しあわせの王子 ワイルド／原作 金の星社 E  ｼｱ  

ジス・イズ・ローマ ミロスラフ・サセック／著 ブルース・インターアクションズ E  ｼｽ  

したきりすずめ 長谷川　摂子／文 岩波書店 E  ｼﾀ  

ステラがうんとちいさかったころ メアリー=ルイーズ・ゲイ／作 光村教育図書 E  ｽﾃ  

かげ フレーベル館 E  ﾀｲ  

だじゃれしょくぶつえん 中川　ひろたか／文 絵本館 E  ﾀｼ  

旅の絵本　5 安野　光雅／[著] 福音館書店 E  ﾀﾋ  

だるまちゃんとうさぎちゃん 加古　里子／さく・え 福音館書店 E  ﾀﾙ  

だれのぼーる 石川　重遠／さく 文化出版局 E  ﾀﾚ  
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ダンプえんちょうやっつけた ふるた　たるひ／作 童心社 E  ﾀﾝ  

ちいさいカブちゃん 成広　のり子／さく・え PHP研究所 E  ﾁｲ  

小さな魔女のカプチーヌ タンギー・グレバン／作 小峰書店 E  ﾁｲ  

地球と宇宙のおはなし チョン　チャンフン／文 講談社 E  ﾁｷ  

中世の城日誌 リチャード・プラット／文 岩波書店 E  ﾁﾕ  

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  

てんてんてん わかやま　しずこ／さく 福音館書店 E  ﾃﾝ  

とのさまサンタ 本田　カヨ子／ぶん 佑学社 E  ﾄﾉ  

ドワーフじいさんのいえづくり 青山　邦彦／作・絵 フレーベル館 E  ﾄﾜ  

なきむしおにのオニタン 上野　与志／作 ひさかたチャイルド E  ﾅｷ  

のって のって くろい　けん／さく・え あかね書房 E  ﾉﾂ  

ばいばいまたね さとう　わきこ／作絵 金の星社 E  ﾊｲ  

はしれ!マウンテンバイク 篠原　良隆／作・絵 ポプラ社 E  ﾊｼ  

まかせとけ 三浦　太郎／[作] 偕成社 E  ﾊﾀ  

バナナをもって 浦中　こういち／作 クレヨンハウス E  ﾊﾅ  

パパトラ 平田　昌広／文 アリス館 E  ﾊﾊ  

浜辺のたからさがし 浜口　哲一／文 福音館書店 E  ﾊﾏ  

はみがきはみがき きむら　ゆういち／さく 偕成社 E  ﾊﾐ  

ぷくちゃんのたくさんだっこ ひろかわ　さえこ／さく アリス館 E  ﾌｸ  

ふたごのあかちゃんとにげたとら 北川　チハル／作 ひさかたチャイルド E  ﾌﾀ  

ぶーぶーじどうしゃ 山本　忠敬／さく 福音館書店 E  ﾌﾌ  

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  

ブルドーザとなかまたち 山本　忠敬／さく 福音館書店 E  ﾌﾙ  

ヘレン・ケラーのかぎりない夢 ドリーン・ラパポート／文 国土社 E  ﾍﾚ  

ぺろぺろぺろ 長　新太／さく BL出版 E  ﾍﾛ  

ぼくのたからもの 鈴木　まもる／著 アリス館 E  ﾎｸ  

まじょのケーキ たむら　しげる／作 あかね書房 E  ﾏｼ  

のせてのせて 松谷　みよ子／文 童心社 E  ﾏﾂ  

み〜んなパンダ 石井　聖岳／作 小学館 E  ﾐﾝ  

どんどこももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E  ﾓﾓ  

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  

もりのびょういん 渡辺　鉄太／さく 福音館書店 E  ﾓﾘ  

やねうらおばけ マーサ=メイヤー／さく 偕成社 E  ﾔﾈ  

山になった巨人 リュウ　チェスウ／作・絵 福音館書店 E  ﾔﾏ  

よだかの星 宮沢　賢治／著 福武書店 E  ﾖﾀ  

リンカーンとダグラス ニッキ・ジョヴァンニ／文 光村教育図書 E  ﾘﾝ  

忘れても好きだよおばあちゃん! ダグマー・H.ミュラー／作 あかね書房 E  ﾜｽ  

わたしのおうち かんざわ　としこ／さく あかね書房 E  ﾜﾀ  

※2022/5/20現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

※2022/5/20現在のリストです


