
書名 著者名 出版者

大きな字でわかりやすいYouTubeユーチューブ入門 AYURA∥著 技術評論社

Woman's Style 100 ヤマザキ マリ∥監修 昭文社

伊豆・箱根''23 昭文社

河口湖・山中湖 富士山''23 昭文社

山陰''23 昭文社

栃木''23 昭文社

るるぶ名古屋''23 JTBパブリッシング

るるぶ湯布院黒川''23 JTBパブリッシング

ジンセイハ、オンガクデアル ブレイディみかこ∥著 筑摩書房

地域でアクションリサーチ 平井 太郎∥著
農山漁村文化協
会

デマの影響力 シナン　アラル∥著 ダイヤモンド社

ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ　ヘフェリン∥著 旬報社

闘病した医師からの提言iPadがあなたの生活をより良くする 安保 雅博∥総指揮 日経BP

人間科学部 大岳 美帆∥著 ぺりかん社

0～18歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育 ティム　セルダン∥著 創元社

数の謎はどこまで解けたか オリヴァー　リントン∥著 創元社

新・恐竜骨格図集 G.Masukawa∥著 イースト・プレス

いのちの科学の最前線 チーム　パスカル∥著 朝日新聞出版

生き物が老いるということ 稲垣 栄洋∥著 中央公論新社

進化論の進化史 ジョン　グリビン∥著 早川書房

メランコリーの文化史 谷川 多佳子∥著 講談社

日本で治療薬が買えなくなる日 五味 洋治∥著 宝島社

68歳、ひとり暮らし。きょう何食べる? 大庭 英子∥著 家の光協会

摘んで野草料理 金田 初代∥著 創森社
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地球のかじり方 世界のレシピBOOK
地球の歩き方編集室
∥監修 学研プラス

はじめての自然養蜂 岩波 金太郎∥著
農山漁村文化協
会

美術作品の修復保存入門 宮津 大輔∥著 青幻舎

世界のふしぎな色の名前 城 一夫∥著 グラフィック社

サッカー指導者は伝え方で決まる 岩瀬 健∥著 カンゼン

猫は髭から眠るもの 堀本 裕樹∥編著 幻冬舎

石垣りん詩集 石垣 りん∥著 角川春樹事務所

中原中也詩集 中原 中也∥著 角川春樹事務所

まど・みちお詩集 まど みちお∥著 角川春樹事務所

あるじなしとて 天津 佳之∥著 PHP研究所

朽ちゆく庭 伊岡 瞬∥著 集英社

駆ける'2 稲田 幸久∥[著] 角川春樹事務所

狂う潮 佐伯 泰英∥著 文藝春秋

カレーの時間 寺地 はるな∥著 実業之日本社

うまたん 東川 篤哉∥著 PHP研究所

さんず 降田 天∥著 小学館

両手にトカレフ ブレイディみかこ∥著 ポプラ社

信仰 村田 沙耶香∥著 文藝春秋

紅色のあじさい 津村 節子∥著 鳥影社

読書の森で寝転んで 葉室 麟∥著 文藝春秋

今日は、これをしました 群 ようこ∥著 集英社

私と街たち<ほぼ自伝> 吉本 ばなな∥著 河出書房新社
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書名 著者名 出版者

おさほうえほん 高濱 正伸∥監修
日本図書センター

きみもできるか!?天才科学者からの挑戦状
マイク　バーフィールド∥
作　絵 ポプラ社

宇宙大百科 高梨 直紘∥監修 永岡書店

のぞく図鑑穴 宮田 珠己∥編　著 小学館

うんこでつながる世界とわたし'1 湯澤 規子∥編
農山漁村文化協
会

うんこでつながる世界とわたし'2 湯澤 規子∥編
農山漁村文化協
会

うんこでつながる世界とわたし'3 湯澤 規子∥編
農山漁村文化協
会

貝のふしぎ発見記 武田 晋一∥写真　文 少年写真新聞社

みんなはどう思う?感染症 堀川 晃菜∥著 くもん出版

戦国武将が教える最強!日本の城 日本城郭協会∥監修
ワン・パブリッシング

押す図鑑ボタン 西村 まさゆき∥編　著 小学館

ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる!産業とくらし 藤子　F　不二雄∥まんが小学館

くらべて発見やさいの「おなか」'1 農文協∥編
農山漁村文化協
会

くらべて発見やさいの「おなか」'2 農文協∥編
農山漁村文化協
会

くらべて発見やさいの「おなか」'3 農文協∥編
農山漁村文化協
会

牛の教え 群羊社

豚・鶏の教え 群羊社

おりがみ大図鑑 新宮 文明∥著 日本文芸社

小学生のためのはじめての「クラシック音楽」
「子どもとクラシック音
楽」研究会∥著

メイツユニバーサル
コンテンツ

楽しくわかる!小学生のための楽譜の読み方&リズムのきほん
侘美 秀俊∥著

シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

じぶんでよめるはじめての囲碁 羽根 直樹∥監修 成美堂出版

スクラッチ 歌代 朔∥作 あかね書房

新月の子どもたち 斉藤 倫∥著 ブロンズ新社

ばーちゃる 次良丸 忍∥作 金の星社

黄色い竜 村上 康成∥作　絵 徳間書店

生まれかわりのポオ 森 絵都∥作 金の星社



もりの100かいだてのいえ いわい としお∥[作] 偕成社

ぜったいにおしちゃダメ? ビル　コッター∥さく サンクチュアリ出版

バナナくん さとう めぐみ∥作　絵 PHP研究所

ドーナツペンタくん 柴田 ケイコ∥著 白泉社

ホホジロザメ 沼口 麻子∥文 福音館書店

えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日 松岡 享子∥原案　文 福音館書店

おばけのジョージーたからさがし ロバート　ブライト∥さく 好学社

ちびちびパンダ みやにし たつや∥作絵 金の星社

「じぶん」のはなし ようろう たけし∥さく 講談社

          杵築市立図書館










