
書名 著者名 出版者

かれが最後に書いた本 津野 海太郎∥著 新潮社

図説江戸のカルチャー 教養書・実用書の世界 深光 富士男∥著 河出書房新社

60代からの幸福をつかむ極意 齋藤 孝∥著 中央公論新社

50代からは3年単位で生きなさい 諸富 祥彦∥著 河出書房新社

古代の都市 パトリシア　ダニエルズ∥[著] 日経ナショナルジオグラフィック社

リトアニアと杉原千畝 重枝 豊英∥著 国書刊行会

島田三郎 武藤 秀太郎∥著 ミネルヴァ書房

一度は泊まりたい超ユニークHOTEL JTBパブリッシング

少年法がよくわかる本 廣瀬 健二∥著 秀和システム

何があっても潰れない会社 田宮 寛之∥著 SBクリエイティブ

こんなに変わった理科教科書 左巻 健男∥著 筑摩書房

子どもに言った言葉は必ず親に返ってくる ハイム　G.ギノット∥著 草思社

ことわざ・格言・箴言 アリス　オニール∥著 創元社

レジリエンス人類史 稲村 哲也∥編 京都大学学術出版会

科学のトリセツ 元村 有希子∥著 毎日新聞出版

ウォーキングで出合う!!日本の固有植物図鑑 海老原 淳∥監修 山川出版社

世界で一番美しいクラゲ図鑑 水口 博也∥編著 誠文堂新光社

長寿菌まで育てる最高の腸活 辨野 義己∥著 宝島社

命のクルーズ 高梨 ゆき子∥著 講談社

パタンナー金子俊雄のカジュアルなメンズ服 金子 俊雄∥著 日本ヴォーグ社

ラ・ロシェル工藤シェフのフライパンひとつでおうちフレンチ 工藤 敏之∥著 二見書房

剪定「コツ」の教科書 木下 透∥著 講談社

持続可能な酪農 木村 純子∥編著 中央法規出版

シマリス完全飼育 大野 瑞絵∥著 誠文堂新光社

水草QA100 轟 元気∥著 エムピージェー

新世代のビジネスはスマホの中から生まれる 天野 彬∥著 世界文化ブックス

人生を豊かにしたい人のための世界遺産 宮澤 光∥著 マイナビ出版

彼女が知らない隣人たち あさの あつこ∥著 KADOKAWA

切腹考 伊藤 比呂美∥著 文藝春秋

生皮 井上 荒野∥著 朝日新聞出版

ショートケーキ。 坂木 司∥著 文藝春秋

人でなしの櫻 遠田 潤子∥著 講談社

女人入眼 永井 紗耶子∥著 中央公論新社

月の王 馳 星周∥著 KADOKAWA
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【本館　一般書】



放浪大名水野勝成 早見 俊∥著 新潮社

菜の花の道 藤原 緋沙子∥著 KADOKAWA

アルツ村 南 杏子∥著 講談社

ついでにジェントルメン 柚木 麻子∥著 文藝春秋

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子∥著 KADOKAWA

大人の流儀 11 伊集院 静∥著 講談社

折れない言葉 五木 寛之∥著 毎日新聞出版

もぐ∞ 最果 タヒ∥著 河出書房新社

そこに私が行ってもいいですか? イ グミ∥著 里山社

ガーナに消えた男 クワイ　クァーティ∥著 早川書房

ピラネージ スザンナ　クラーク∥著 東京創元社

かくも甘き果実 モニク　トゥルン∥著 集英社

【本館　児童書】

書名 著者名 出版者

ヒストリーアトラス
ドーリング　キンダースリー社編集
部∥企画　編集 BL出版

江戸時代大百科 1 小酒井 大悟∥監修 ポプラ社

江戸時代大百科 2 小酒井 大悟∥監修 ポプラ社

江戸時代大百科 3 小酒井 大悟∥監修 ポプラ社

江戸時代大百科 4 小酒井 大悟∥監修 ポプラ社

江戸時代大百科 5 小酒井 大悟∥監修 ポプラ社

江戸時代大百科 6 小酒井 大悟∥監修 ポプラ社

福沢諭吉 芝田 勝茂∥文 あかね書房

アトラス
ドーリング　キンダースリー社編集
部∥企画　編集 BL出版

はっけんいっぱい!まちのしせつ 1 田村 学∥監修 ポプラ社

はっけんいっぱい!まちのしせつ 2 田村 学∥監修 ポプラ社

はっけんいっぱい!まちのしせつ 3 田村 学∥監修 ポプラ社

はっけんいっぱい!まちのしせつ 4 田村 学∥監修 ポプラ社

はっけんいっぱい!まちのしせつ 5 田村 学∥監修 ポプラ社

まちのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社

学校のおばけずかん ハイ! 斉藤 洋∥作 講談社

コカチン 佐和 みずえ∥作 静山社

おせんべやけた! 長野 ヒデ子∥脚本　絵 童心社

へそもち 渡辺 茂男∥さく 福音館書店

ほっきょくでうしをうつ 角幡 唯介∥作 岩崎書店

わたしはしなないおんなのこ 小林 エリカ∥作 絵 岩崎書店

ぼく 谷川 俊太郎∥作 岩崎書店



ピンポーン!つぎとまります 五味 ヒロミ∥ぶん 交通新聞社

ママ、ママ、おなかがいたいよ レミイ　シャーリップ∥ぶん 福音館書店

クヌギがいる 今森 光彦∥作 岩崎書店

ゆきちゃんは、ぼくのともだち! 武田 美穂∥作　絵 童心社

ないしょないしょのももんちゃん とよた かずひこ∥さく　え 童心社

スープとあめだま ブレイディみかこ∥作 岩崎書店

よるのびょういん 谷川 俊太郎∥作 福音館書店

おっぱい みやにし たつや∥さく　え 鈴木出版
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