
書名 著者名 出版者

源頼朝と鎌倉幕府 上杉 和彦∥著 吉川弘文館

地政学×歴史で理由がわかるロシア史 祝田 秀全∥監修 朝日新聞出版

ひげの殿下日記 寛仁親王∥著 小学館

武田信玄の妻、三条殿 黒田 基樹∥著 東京堂出版

転生 牧 久∥著 小学館

京都伝統文化の英語表現事典 三宮 優子∥著 丸善出版

年寄りは本気だ 養老 孟司∥著 新潮社

99%の人がしていないたった1%の仕事のコツ 河野 英太郎∥[著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

福祉サービスの法律と手続き 若林 美佳∥監修 三修社

「黒い雨」訴訟 小山 美砂∥著 集英社

おおいたの子ども家庭福祉 井上 登生∥編著 明石書店

ルポ誰が国語力を殺すのか 石井 光太∥著 文藝春秋

絵本で広がる小学校の授業づくり 齊藤 和貴∥著 小学館

食べるとはどういうことか 佐藤 洋一郎∥著 勉誠出版(発売)

空想科学読本  2 柳田 理科雄∥著 KADOKAWA

物理の4大定数 小谷 太郎∥著 幻冬舎

世界の見方が変わる元素の話 ティム　ジェイムズ∥著 草思社

街なか葉めくり虫さんぽ とよさき かんじ∥著 ベレ出版

ゴキブリハンドブック 柳澤 静磨∥著 文一総合出版

面白くて眠れなくなる脳科学 毛内 拡∥著
PHPエディターズ・
グループ

40代から始めよう!閉経マネジメント 吉形 玲美∥著 講談社

40代からシニアまで睡眠の悩み 三島 和夫∥監修 NHK出版

47都道府県・城郭百科 西ケ谷 恭弘∥著 丸善出版
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日本人が夢見た満洲という幻影 船尾 修∥写真　文 新日本出版社

自分でつくる最高のビール
アドバンストブルーイン
グ∥著 マイナビ出版

87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良 美智子∥著 すばる舎

エコな毎日 中嶋 亮太∥著 翔泳社

茅木真知子のソーイング作ってみたい12の服 茅木 真知子∥著
文化学園文化出
版局

湘南ERが教える大切な人を守るための応急手当 湘南ER∥著 KADOKAWA

子どもの「眠る力」の育て方 清水 悦子∥著
日本能率協会マ
ネジメントセンター

nanahoshiの旅するおりがみEurope たかはし なな∥著 主婦の友社

終止符のない人生 反田 恭平∥著 幻冬舎

おばたのお兄さんといっしょ親子で楽しむ!ポジティブエクササイズ おばたのお兄さん∥著 KADOKAWA

海釣り仕掛け集  ウキ釣り編 主婦の友社

玉ころがし 杉山 一夫∥著 法政大学出版局

文豪ナビ松本清張 新潮文庫∥編 新潮社

寺山修司詩集 寺山 修司∥著 角川春樹事務所

工藤直子詩集 工藤 直子∥著 角川春樹事務所

宮沢賢治詩集 宮沢 賢治∥著 角川春樹事務所

居酒屋ぼったくり   おかわり!3 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

終活中毒 秋吉 理香子∥著 実業之日本社

見つけたいのは、光。 飛鳥井 千砂∥著 幻冬舎

修羅奔る夜 伊東 潤∥著 徳間書店

とんこつQ&A 今村 夏子∥著 講談社

最後の鑑定人 岩井 圭也∥著 KADOKAWA

煉獄蝶々 岩井 志麻子∥著 KADOKAWA

空を駆ける 梶 よう子∥著 集英社

本好きの下剋上  第5部[9] 香月 美夜∥著 TOブックス

チンギス紀  14 北方 謙三∥著 集英社

アナベル・リイ 小池 真理子∥著 KADOKAWA

家庭用安心坑夫 小砂川 チト∥著 講談社



腹を割ったら血が出るだけさ 住野 よる∥著 双葉社

小さき王たち  第1部 堂場 瞬一∥著 早川書房

小さき王たち  第2部 堂場 瞬一∥著 早川書房

こいごころ 畠中 恵∥著 新潮社

財布は踊る 原田 ひ香∥著 新潮社

その本は 又吉 直樹∥著 ポプラ社

よって件のごとし 宮部 みゆき∥著 KADOKAWA

嫌いなら呼ぶなよ 綿矢 りさ∥著 河出書房新社

プレゼント スペンサー　ジョンソン∥著扶桑社

ジゴマ　　上 レオン　サジ∥著 国書刊行会

ジゴマ　　下 レオン　サジ∥著 国書刊行会

歴代内閣・首相事典 鳥海 靖∥編 吉川弘文館

品格語辞典 関根 健一∥監修 大修館書店

【本館　児童書】

書名 著者名 出版者

図書館たんけん　　1 藤田 利江∥監修 国土社

みんなで図書館活動この本、おすすめします!　1

『この本、おすすめしま
す!』編集委員会∥編
著 汐文社

みんなで図書館活動この本、おすすめします!　　2

『この本、おすすめしま
す!』編集委員会∥編
著 汐文社

みんなで図書館活動この本、おすすめします!　　3

『この本、おすすめしま
す!』編集委員会∥編
著 汐文社

いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道　　1 新城 俊昭∥監修 汐文社

いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道　　2 新城 俊昭∥監修 汐文社

いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道　　3 新城 俊昭∥監修 汐文社

社会科はおもしろい!ランキング!　　1　 教育画劇



社会科はおもしろい!ランキング!　　2 教育画劇

社会科はおもしろい!ランキング!　　3 教育画劇

社会科はおもしろい!ランキング!　　4 教育画劇

めちゃうま!?昆虫食事典 内山 昭一∥監修 大泉書店

小学生からのわくわく!おうち実験室 市岡 元気∥著 アスコム

スカイブック アンナ　クレイボーン∥文誠文堂新光社

宇宙のふしぎ366 左巻 健男∥編著 きずな出版

バットで冷やすだけさわやかデザート 宮沢 うらら∥著 汐文社

フライパンで焼くだけかんたん焼き菓子 宮沢 うらら∥著 汐文社

マグカップでまぜるだけふわふわケーキ 宮沢 うらら∥著 汐文社

図画工作deたのしい作品づくり こすりだし・すりだし 柴田 芳作∥監修 国土社

図画工作deたのしい作品づくり 紙そめ 柴田 芳作∥監修 国土社

がっこうのおばけずかんサバイバルゲームブック 斉藤 洋∥原作 講談社

にほんごをまなぶえほん　　1 スーザンももこ∥作　絵 岩崎書店

にほんごをまなぶえほん　　2 スーザンももこ∥作　絵 岩崎書店

にほんごをまなぶえほん　　3 スーザンももこ∥作　絵 岩崎書店

にほんごをまなぶえほん　　4 スーザンももこ∥作　絵 岩崎書店

にほんごをまなぶえほん　　5 スーザンももこ∥作　絵 岩崎書店

時間割男子　　9 一ノ瀬 三葉∥作 KADOKAWA

兄が3人できまして　　8 伊藤 クミコ∥作 講談社

母の国、父の国 小手鞠 るい∥著 さ・え・ら書房

がっこうのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社

太陽と月 はらだ みずき∥著 小学館

キャベたまたんていおとぎ世界でじけんはっせい!? 三田村 信行∥作 金の星社

海色ダイアリー　　[7] みゆ∥作 集英社

海色ダイアリー　　[8] みゆ∥作 集英社

星命体　　上
クリストファー　パオリー
ニ∥著 静山社

星命体　　中
クリストファー　パオリー
ニ∥著 静山社



星命体　　下
クリストファー　パオリー
ニ∥著 静山社

給食室のいちにち 大塚 菜生∥文 少年写真新聞社

森のなかの小さなおうち エリザ　ウィーラー∥作 工学図書

アニマルランド オームラ トモコ∥作　絵 金の星社

めをさませ 五味 太郎∥作 絵本館

そばにいるよ、わたしも スムリティ　ホールズ∥文 化学同人

ようかいむらのしとしとあめふり たかい よしかず∥作　絵 国土社

ようかいむらのずんちゃかおんがくかい たかい よしかず∥作　絵 国土社

ようかいむらのにこにこまめまき たかい よしかず∥作　絵 国土社

ようかいむらのふしぎとしょかん たかい よしかず∥作　絵 国土社

核兵器をなくすと世界が決めた日 川崎 哲∥監修　解説 大月書店

野ばらの村の山のぼうけん ジル　バークレム∥作　絵出版ワークス

ねえ!おかあさん 藤本 ともひこ∥作　絵 ニコモ

ビーバーくんとポプラのき むらかみ ひとみ∥さく
イマジネイション・プ
ラス

にらめっこしましょ むっしっし よこた いくこ∥ぶん 金木犀舎

どうぶつのわかっていること・わかっていないこと
京都大学野生動物研
究センター∥監修

小学館集英社プ
ロダクション

杵築市立図書館


