
【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

想い出のブックカフェ 巽　孝之／著 研究社  019.9 ﾀﾂ  

聖四色の相性占星術 麻里／著 ベストセラーズ  148.8 ｱ  

齋藤孝のざっくり!日本史 齋藤　孝／著 祥伝社  210 ｻｲ  

幕末の動乱 松本　清張／著 河出書房新社  210.5 ﾏﾂ  

エリザベス デイヴィッド・スターキー／著 原書房  289.3 ｴ  

花をめぐる九州の山歩き 宮本　文雄／写真・文 西日本新聞社  291.9 ﾐﾔ  

中国国境列車紀行 松本　十徳／著 近畿日本ツーリスト  292 ﾏ  

ADHD・アスペルガー症候群のある子と親のためのポジティブライフガイド石川　真理子／著 明石書店  378 ｲ  

一生モノの勉強法 鎌田　浩毅／著 東洋経済新報社  379.7 ｶﾏ  

子どもの習い事必勝講座 コモ編集部／編 主婦の友社  379.9 ｺ  

中国人の胃袋 張　競／著 バジリコ  383.8 ﾁﾖ  

英国一家、日本を食べる マイケル・ブース／著 亜紀書房  383.8 ﾌﾞｽ  

おじいちゃんは遊びの名人 多田　千尋／著 ひかりのくに  384.5 ﾀ  

おばあちゃんは遊びの達人 多田　千尋／著 ひかりのくに  384.5 ﾀ  

日本の謎と不思議大全　西日本編 人文社  388.1 ﾆ  

気になる科学 元村　有希子／著 毎日新聞社  404 ﾓﾄ  

頭をよくする面白・難問数学パズル160 松原　望／監修 誠文堂新光社  410.7 ｱ  

宇宙のすべてがわかる本 渡部　潤一／監修 ナツメ社  440 ﾜﾀ  

花色でひける野草・雑草観察図鑑 高橋　良孝／監修 成美堂出版  470.3 ﾊ  

どんぐりの図鑑 伊藤　ふくお／著 トンボ出版  479.5 ｲ  

昆虫顔面図鑑　日本編 海野　和男／著 実業之日本社  486 ｳﾝ  

ゆらぐ脳 池谷　裕二／著 文藝春秋  491.3 ｲｹ  

わが家でできる健康指圧 三宅　綱子／著 旬報社  492.7 ﾐ  

認知症家族を救う対策集 主婦の友社／編 主婦の友社  493.7 ｼﾕ  

看護師の仕事につきたい! 坂本　すが／著 中経出版  498.1 ｻｶ  

小児科を救え! 千葉　智子／著 ユビキタ・スタジオ  498.1 ﾁ  

齋藤孝の30分散歩術 齋藤　孝／著 実業之日本社  498.3 ｻｲ  

ここだけは行ってみたい ピエ・ブックス  523.3 ｺｺ  

薪ストーブがわかる本 地球丸  528.2 ﾏ  

絶対楽しい!親子で行けるおいしい工場見学 キョーハンブックス  588.0 ｾﾞﾂ  

得する生活の知恵コツのコツ　4 得する生活の知恵研究会／編著 リブリオ出版  590 ﾄｸ  

1mで作れるこどもの秋冬服 ブティック社  593.3 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  

ホルモン焼きの丸かじり 東海林　さだお／著 朝日新聞出版  596.0 ｼﾖ  

燻製づくり太鼓判 大海　淳／著 創森社  596.3 ｵ  

ラーメン記者、九州をすする! 小川　祥平／著 西日本新聞社  596.3 ｵｶﾞ  

アボカドのちから 浜崎　美穂／編著 日東書院本社  596.37 ﾊ  

珈琲事典 新星出版社編集部／編 新星出版社  596.7 ｼ  

手づくり石窯BOOK 中川　重年／編 創森社  596.9 ﾃ  

近藤典子の収納の基本 近藤　典子／[監修] 主婦の友社  597.5 ｺ  

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

※2022/11/24現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ニッポンの犬 岩合　光昭／写真 平凡社  645.6 ﾆ  

ネコの気持ち Katrin Behrend／[著] ホーム社  645.6 ﾍﾞ  

暮らしを楽しむ実用折り紙 山口　真／著 ナツメ社  754.9 ﾔ  

からくり玩具をつくろう 鎌田　道隆／著 河出書房新社  759 ｶ  

ハンドメイドオカリナ 鈴木　のぼる／著 ミナミヤンマ・クラブ  763.7 ｽ  

大泉エッセイ 大泉　洋／著 メディアファクトリー  772.1 ｵｵ  

シネマ坊主 松本　人志／著 日経BP社  778 ﾏ  

ゲートボール 高橋　隆輔／著 成美堂出版  783.8 ﾀ  

使える遊ぶ飾るロープワーク・テクニック 羽根田　治／監修 成美堂出版  786 ﾊ  

スペシャルウィークのつくり方 別冊宝島編集部／編 宝島社  788.5 ｽ  

はじめての茶の湯 千　宗左／著 主婦の友社  791 ｾﾝ  

練習3分でもっと上手に話せる本 新田　祥子／著 日本能率協会マネジメントセンター  809.2 ﾆﾂ  

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  

あんまりな名前 藤井　青銅／著 扶桑社  812 ﾌｼﾞ  

コピペと言われないレポートの書き方教室 山口　裕之／著 新曜社  816.5 ﾔﾏ  

3分間日記 今村　暁／著 かんき出版  816.6 ｲ  

すぐに役立つ手紙の書き方 林　俊一／著 高橋書店  816.6 ﾊ  

原形からの変化がわかる!韓国語単語活用辞典 李　相杓／著 ナツメ社  829.1 ﾘ  

老春も愉し 瀬戸内　寂聴／著 集英社  910.2 ｾﾄ  

母親というものは 葉　祥明／著 学研  911.5 ﾖ  

GLAY詩集 [グレイ／著] シンコー・ミュージック  911.6 ｸﾞ  

おいしいおしゃべり 阿川　佐和子／著 東京書籍  914.6 ｱ  

オシャベリな目玉焼 柴門　ふみ／著 小学館  914.6 ｻ  

ももこの宝石物語 さくら　ももこ／著 集英社  914.6 ｻ  

河童の手のうち幕の内 妹尾　河童／著 新潮社  914.6 ｾ  

ナンギやけれど…… 田辺　聖子／著 集英社  914.6 ﾀ  

できればムカつかずに生きたい 田口　ランディ／著 晶文社  914.6 ﾀ  

モモヨ、まだ九十歳 群　ようこ／著 筑摩書房  914.6 ﾑ  

すっぴん魂・愛印 室井　滋／著 文芸春秋  914.6 ﾑ  

夜のチョコレート 森　瑤子／著 角川書店  914.6 ﾓ  

にっぽん・海風魚旅　[1] 椎名　誠／著 講談社  915.6 ｼ  

ちくま日本文学全集　019 筑摩書房  918.6 ﾁｸ  

エコ生活のアイデアコツのコツ　1 リブリオ出版 A1 590 ｴｺ  

お直しと裁縫実例 ブティック社 A1 593.3 ｵﾅ  

プリザーブドフラワーインテリア&ギフトアレンジ 浅井　薫子／著 誠文堂新光社 A11 594.8 ｱｻ  

大人のチュニック&ワンピース ブティック社 A4 593.3 ｵﾄ  

鉛筆デッサン教室 羽川　幸一／著 グラフィック社 B3 725.5 ﾊｶﾞ  

手軽で簡単ハギレで作る革小物 スタジオタッククリエイティブ B9 755.5 ﾃｶﾞ  

できるWord & Excel & PowerPoint 2016 井上　香緒里／著 インプレス C 007.6 ｲﾉ  

これからはじめるインスタグラム基本&活用ワザ 田口　和裕／著 インプレス C 547.4 ﾀｸﾞ  

楽しく暮らせるかわいいウサギの飼い方 畑　孝／監修 ナツメ社 C8 645.9 ﾊﾀ  

※2022/11/24現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ダーリンは外国人with BABY 小栗　左多里／著 メディアファクトリー E8 599.0 ｵｸﾞ  

得する生活の知恵コツのコツ　2 得する生活の知恵研究会／編著 リブリオ出版 E9 590 ﾄｸ  

かんたんナチュラルおそうじ術 日本ハウスクリーニング協会／監修 成美堂出版 E9 597.9 ﾆ  

グラウンドの空 あさの　あつこ／著 角川書店 F  ｱｻ  

チア男子!! 朝井　リョウ／著 集英社 F  ｱｻ  

とうへんぼくで、ばかったれ 朝倉　かすみ／[著] 新潮社 F  ｱｻ  

福袋 朝井　まかて／著 講談社 F  ｱｻ  

パパとムスメの7日間 五十嵐　貴久／著 朝日新聞社 F  ｲ  

コヨーテ・ソング 伊藤　比呂美／著 スイッチ・パブリッシング F  ｲ  

フーガはユーガ 伊坂　幸太郎／著 実業之日本社 F  ｲｻ  

天才 石原　慎太郎／著 幻冬舎 F  ｲｼ  

むらさきのスカートの女 今村　夏子／著 朝日新聞出版 F  ｲﾏ  

江戸川乱歩傑作選 江戸川　乱歩／著 新潮社 F  ｴ  

三角館の恐怖 江戸川　乱歩／著 東京創元社 F  ｴ  

江戸川乱歩全短篇　1 江戸川　乱歩／著 筑摩書房 F  ｴ  

江戸川乱歩全短篇　2 江戸川　乱歩／著 筑摩書房 F  ｴ  

百舌姫事件 太田　忠司／[著] 徳間書店 F  ｵｵ  

マボロシの鳥 太田　光／著 新潮社 F  ｵｵ  

猫は抱くもの 大山　淳子／著 キノブックス F  ｵｵ  

渦 大島　真寿美／著 文藝春秋 F  ｵｵ  

銀河に口笛 朱川　湊人／著 朝日新聞出版 F  ｼﾕ  

スタンダップダブル!　[1] 小路　幸也／[著] 角川春樹事務所 F  ｼﾖ  

卵の緒 瀬尾　まいこ／著 マガジンハウス F  ｾ  

蜜蜂のデザート 拓未　司／著 宝島社 F  ﾀｸ  

ボルケイノ・ホテル 谷村　志穂／著 光文社 F  ﾀﾆ  

星空放送局 中村　航／作 小学館 F  ﾅｶ  

いつまでもショパン 中山　七里／著 宝島社 F  ﾅｶ  

知りたがりやの猫 林　真理子／[著] 新潮社 F  ﾊ  

わたし 坂東　真砂子／著 角川書店 F  ﾊﾞ  

ラプラスの魔女 東野　圭吾／著 KADOKAWA F  ﾋｶﾞ  

魔力の胎動 東野　圭吾／著 KADOKAWA F  ﾋｶﾞ  

ドルチェ 誉田　哲也／著 新潮社 F  ﾎﾝ  

人間小唄 町田　康／著 講談社 F  ﾏﾁ  

カラスの親指 道尾　秀介／著 講談社 F  ﾐﾁ  

リバース 湊　かなえ／著 講談社 F  ﾐﾅ  

カンガルー日和 村上　春樹／著 平凡社 F  ﾑ  

レキシントンの幽霊 村上　春樹／著 文芸春秋 F  ﾑﾗ  

心がわり 諸田　玲子／著 集英社 F  ﾓﾛ  

パーティ 山田　悠介／[著] 角川書店 F  ﾔﾏ  

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 F6 493.9 ｴﾋﾞ  

おいしい魚の目利きと食べ方 生田　與克／著 PHP研究所 G1 664.6 ｲｸ  

※2022/11/24現在のリストです



【一般書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

今日も嫌がらせ弁当 ttkk／著 三才ブックス G12 596.4 ﾃｲ  

映画の中のお菓子たち 吉田　菊次郎／編・著 時事通信出版局 G15 596.6 ﾖｼ  

1つ作って×3世代おかず 舘野　鏡子／著 主婦の友社 G2 596 ﾀﾃ  

浜内千波のフライパン1つで<楽うま>人気おかず 浜内　千波／著 PHP研究所 G2 596 ﾊﾏ  

新冷凍保存のコツ&おかずレシピ 村上　祥子／著 成美堂出版 G2 596 ﾑﾗ  

カツ代の野菜おかず　1 小林カツ代キッチンスタジオ／著 家の光協会 G3 596.3 ｺﾊﾞ  

ジャム・果実酒・ピクルス 高城　順子／著 日本放送出版協会 G5 596 ﾀｶ  

※2022/11/24現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

学校の怪談　9 常光　徹／著 講談社  147 ﾂ  

占い大研究 板橋　作美／監修 PHP研究所  148 ｲﾀ  

マルコ＝ポーロ 学習研究社  289 ﾎﾟ  

宮沢賢治 畑山　博／監修 小学館  289 ﾐ  

源義経 永原　慶二／監修 集英社  289 ﾐﾅ  

NHKやってみようなんでも実験　1 理論社  407 ｴ  

ネーチャーライブラリー　7 偕成社  459 ｸ  

なぜダンゴムシはまるまるの? 佐々木　洋／監修 講談社  480 ｻｻ  

卵、いろいろ ジェーン・バートン／写真 評論社  481 ﾊﾞﾄ  

ぺんぎん ニール・フレッチャー／写真 評論社  488 ﾘ  

テレビ・れいぞうこのしくみ あらい　ただし／ぶん 岩崎書店  507 ﾌﾞ  

ごみはどこへ行くのか? 熊本　一規／監修 PHP研究所  518 ｸﾏ  

人工衛星のひみつ 出口　由美子／漫画 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室  538 ｶﾞﾂ  

ピーターラビットのたのしい料理 ビアトリクス・ポター／画 福音館書店  596 ﾋﾟ  

きゅうきゅうばこ　かがくのとも版 山田　真／著 福音館書店  598 ﾔ  

たのしくたべようたべもの絵本　6 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会  668 ｶ  

みぢかなマーク ハマダ　ルコラ／キャラクター構成・文・イラスト ひかりのくに  727 ﾊﾏ  

みんなであそぼう校内あそび　4 嶋野　道弘／監修 ポプラ社  781 ﾐ  

中村俊輔 北条　正士／著 旺文社  783 ﾎ  

よくわかる将棋入門 古作　登／著 小学館  796 ｺｻ  

あやとりだいすき 大泉書店編集部／編 大泉書店  798 ｱ  

ぴょこたんのなぞなぞ十二支あそび このみ　ひかる／作・絵 あかね書房  798 ｺ  

いたずらカアたん このみ　ひかる／作 PHP研究所  798 ｺﾉ  

IQ国語クイズ&パズル ワン・ステップ／編 金の星社  798 ﾜﾝ  

「話す力・聞く力」を伸ばすことば遊び　4 白石　範孝／監修 学研  807 ﾊ  

あおいめのめりーちゃんおかいもの かこ　さとし／作・絵 偕成社 E  ｱｵ  

あかいくつ あまん　きみこ／作 岩崎書店 E  ｱｶ  

あかいはなとしろいはな 長　新太／さく 教育画劇 E  ｱｶ  

あがりめさがりめ ましま　せつこ／絵 こぐま社 E  ｱｶ  

あっぱれ!コン助 藤川　智子／作・絵 講談社 E  ｱﾂ  

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  

あわてんぼうのめんどり アレッシア・ガリッリ／さく フレーベル館 E  ｱﾜ  

あーんあん せな　けいこ／さく・え 福音館書店 E  ｱﾝ  

いしになったかりゅうど 大塚　勇三／再話 福音館書店 E  ｲｼ  

イソップどうわ イソップ／[原作] 講談社 E  ｲｿ  

1と7 二宮　由紀子／作 ひかりのくに E  ｲﾁ  

いっぽんばしわたる　One more 五味　太郎／作 絵本館 E  ｲﾂ  

祈りのとき いもと　ようこ／え・ぶん 女子パウロ会 E  ｲﾉ  

いろはのかるた奉行 長谷川　義史／作・絵 講談社 E  ｲﾛ  

おかしなおかしなおかしのはなし さいとう　しのぶ／[作] リーブル E  ｵｶ  

おたんじょうび まつい　のりこ／作・絵 偕成社 E  ｵﾀ  

※2022/11/24現在のリストです



【児童書】

タイトル 著者 出版社 請求記号

ともだちや 内田　麟太郎／作 偕成社 E  ｵﾚ  

女トロルと8人の子どもたち グズルン・ヘルガドッティル／作 偕成社 E  ｵﾝ  

かいじゅう ぞろぞろ 木曽　秀夫／さく・え サンリード E  ｶｲ  

がいこつ 谷川　俊太郎／詩 教育画劇 E  ｶｲ  

かえるとカレーライス 長　新太／さく 福音館書店 E  ｶｴ  

ゆきのひのおはなし かこ　さとし／さく 小峰書店 E  ｶｺ  

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  

がちゃがちゃどんどん 元永　定正／さく 福音館書店 E  ｶﾁ  

からからからが… 高田　桂子／作 文研出版 E  ｶﾗ  

くだもの 平山　和子／さく 福音館書店 E  ｸﾀ  

ぐりとぐらのおおそうじ なかがわ　りえこ／文 福音館書店 E  ｸﾘ  

こぐまちゃんおはよう わかやま　けん／[絵] こぐま社 E  ｺｸ  

だって…　学校の巻 石津　ちひろ／作 国土社 E  ﾀﾂ  

旅の絵本　[1] 安野　光雅／[著] 福音館書店 E  ﾀﾋ  

だましっこ 佐伯　俊男／著 福音館書店 E  ﾀﾏ  

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  

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  

カスタフィオーレ夫人の宝石 エルジェ／作 福音館書店 E  ﾀﾝ  

ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 E  ﾁｲ  

ちきゅうのうえで 沢田　としき／さく 教育画劇 E  ﾁｷ  

ぼくにもそのあいをください 宮西　達也／作絵 ポプラ社 E  ﾃｲ  

タンチョウは悪代官か? 竹田津　実／作 偕成社 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  

耳をすませば 柊　あおい／原作 徳間書店 E  ﾄｸ  

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  

トゲトゲぼうや 今村　葦子／作 金の星社 E  ﾄｹ  

どこからきたの?おべんとう 鈴木　まもる／作・絵 金の星社 E  ﾄｺ  

どんくまさんはほっかりこ 蔵冨　千鶴子／著 至光社 E  ﾄﾝ  

長ぐつをはいたねこ ヴァージニア・ハヴィランド／編 篠崎書林 E  ﾅｶ  

なないろどうわ 真珠　まりこ／作 アリス館 E  ﾅﾅ  

ねずみのおいしゃさま なかがわ　まさふみ／さく 福音館書店 E  ﾈｽ  

ノアのはこぶね ルーシー・カズンズ／再話・絵 偕成社 E  ﾉｱ  

ころちゃんとはたらくじどうしゃ 関根　栄一／ぶん 小峰書店 E  ﾉﾘ  

でんしゃ バイロン・バートン／さく　え 金の星社 E  ﾉﾘ  

ふしぎなナイフ 中村　牧江／さく 福音館書店 E  ﾌｼ  

へんてこへんてこ 長　新太／さく 佼成出版社 E  ﾍﾝ  

ボルカ ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版 E  ﾎﾙ  

まけうさぎ 斎藤　隆介／さく 新日本出版社 E  ﾏｹ  

マコちゃんとねむの花 あまん　きみこ／著 秋書房 E  ﾏｺ  

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  

のせてのせて 松谷　みよ子／文 童心社 E  ﾏﾂ  

※2022/11/24現在のリストです
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マトリョーシカちゃん 加古　里子／ぶん・え 福音館書店 E  ﾏﾄ  

まめうしとひめうし あきやま　ただし／作・絵 PHP研究所 E  ﾏﾒ  

まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ／さく ポプラ社 E  ﾏﾙ  

ミルクこぼしちゃだめよ! スティーヴン・デイヴィーズ／文 ほるぷ出版 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  

ももんちゃんえーんえーん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E  ﾓﾓ  

ゆきだるまのプレゼント いしい　つとむ／さく 佑学社 E  ﾕｷ  

ゆめのゆき エリック・カール／作 偕成社 E  ﾕﾒ  

かえんだいこ 川端　誠／[作] クレヨンハウス E  ﾗｸ  

わがままな大男 オスカー・ワイルド／文 富山房 E  ﾜｶ  

若い木霊 宮沢　賢治／文 福武書店 E  ﾜｶ  

ワニくんのアップルパイ みやざき　ひろかず／さく・え BL出版 E  ﾜﾆ  

わらうだいじゃやま 内田　麟太郎／文 石風社 E  ﾜﾗ  

レタス畑のおくりもの あびる　としこ／作 岩崎書店 N  ｱ  

忍たま乱太郎　[29] 尼子　騒兵衛／原作 ポプラ社 N  ｱ  

ふうたのゆきまつり あまん　きみこ／著 あかね書房 N  ｱﾏ  

大どろぼう疾風組参上! 岩崎　京子／作 文溪堂 N  ｲﾜ  

なみだひっこんでろ 岩瀬　成子／作 岩崎書店 N  ｲﾜ  

森のネズミとゆきだるま 岡野　薫子／著 ポプラ社 N  ｵ  

スパゲッティがたべたいよう 角野　栄子／さく ポプラ社 N  ｶ  

もりのおばけのぷーらりさん 角野　栄子／さく ポプラ社 N  ｶ  

はらぺこおなべ 神沢　利子／著 あかね書房 N  ｶ  

恋のハートは探偵気分 日本児童文学者協会／編 偕成社 N  ｷ  

おおどろぼうさんと空とぶ自転車 薫　くみこ／作 ポプラ社 N  ｸ  

奇怪変身おめん屋 越水　利江子／作 あかね書房 N  ｺ  

なん者ひなた丸大ふくろうの術の巻 斉藤　洋／作 あかね書房 N  ｻ  

手づくりのスケート靴 佐藤　州男／作 文研出版 N  ｻ  

あやかしファンタジア 斉藤　洋／作 理論社 N  ｻｲ  

パーシーとアラビアの王子さま ウルフ・スタルク／著 小峰書店 N  ｽ  

ぞくぞく村のがいこつガチャさん 末吉　暁子／作 あかね書房 N  ｽｴ  

たんじょうびのライオン 竹下　文子／作 金の星社 N  ﾀ  

わかったさんのショートケーキ 寺村　輝夫／作 あかね書房 N  ﾃ  

かぎばあさんのマンガ教室 手島　悠介／作 岩崎書店 N  ﾃ  

海の女王のわな 寺村　輝夫／作 あかね書房 N  ﾃ  

ゆりの木荘の子どもたち 富安　陽子／作 講談社 N  ﾄﾐ  

花のズッコケ児童会長 那須　正幹／作 ポプラ社 N  ﾅｽ  

王子さまはすてきな天使!! 藤　真知子／作 ポプラ社 N  ﾌ  

雪の森のリサベット アストリッド・リンドグレーン／作 徳間書店 N  ﾘ  

※2022/11/24現在のリストです
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