
【本館　一般書】

書名 著者名 出版者

闘う図書館 豊田 恭子∥著 筑摩書房

書物學  20 勉誠出版(発売)

書物學  21 勉誠出版(発売)

図解・最新心理学大事典 中野 明∥著 秀和システム

今と未来がわかる色彩心理 南 涼子∥著 ナツメ社

なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない 東畑 開人∥著 新潮社

伊勢神宮 千田 稔∥著 吉川弘文館

歎異抄 齋藤 孝∥著 ウェッジ

歴史をうがつ眼 松本 清張∥著 中央公論新社

知識ゼロですが、つみたてNISAとiDeCoの次はどんな投資を
すればよいですか。 横山 光昭∥著 インプレス

実家じまい終わらせました! 松本 明子∥著 祥伝社

かわいくたのしいカードシアター 井上 明美∥編著 自由現代社(発売)

世界のお菓子図鑑 地球の歩き方編集室∥編集 地球の歩き方

おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら言った 金井 真紀∥著 岩波書店

世界を変えた地図   上 ジョン　O.E.クラーク∥編 原書房

世界を変えた地図　下 ジョン　O.E.クラーク∥編 原書房

新種発見! 馬場 友希∥編著 山と溪谷社

もの忘れしなくなる!脳の使い方事典 加藤 俊徳∥著 永岡書店

宇宙大航海時代
JAXA宇宙大航海時代検討委員会∥
編 誠文堂新光社

明日、ちょっといい私に出会えたら 板倉 直子∥著 主婦と生活社

北欧ニット旅 林 ことみ∥著 日本ヴォーグ社

スプーンはスープの夢をみる 早川 茉莉∥編 筑摩書房

新しい収納の教科書 赤工 友里∥著   23.01.16

農産物直売所で稼ぐ70の極意 勝本 吉伸∥著 家の光協会

使い切れない農地活用読本 農山漁村文化協会∥編 農山漁村文化協会

君のいた時間 伊集院 静∥著 講談社

僕の樹には誰もいない 松村 雄策∥著 河出書房新社

70歳からの椅子筋トレ 枝光 聖人∥著 家の光協会

野球解析図鑑 川村 卓∥著 イースト・プレス

よむうつわ　下 ロバート キャンベル∥著 淡交社

百人一首 江橋 崇∥著 法政大学出版局

国会話法の正体 藤井 青銅∥著 柏書房

「させていただく」大研究 椎名 美智∥編 くろしお出版

一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書 牧野 智一∥著 SBクリエイティブ

このミステリーがすごい!　2023年版 『このミステリーがすごい!』編集部∥編 宝島社
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名探偵の生まれる夜 青柳 碧人∥著 KADOKAWA

一睡の夢 伊東 潤∥著 幻冬舎

継ぐ者 上田 秀人∥著 KADOKAWA

地図と拳 小川 哲∥著 集英社

ワンダーランド急行 荻原 浩∥著 日経BP日本経済新聞出版

江戸一新 門井 慶喜∥著 中央公論新社

罪人の選択 貴志 祐介∥著 文藝春秋

戦国十二刻 木下 昌輝∥著 光文社

タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース 窪 美澄∥著 筑摩書房

樹林の罠 佐々木 譲∥[著] 角川春樹事務所

おんなの女房 蟬谷 めぐ実∥著 KADOKAWA

最高の任務 乗代 雄介∥[著] 講談社

妖の絆 誉田 哲也∥著 文藝春秋

罪の境界 薬丸 岳∥著 幻冬舎

山本周五郎心ばえの物語集 山本 周五郎∥著 本の泉社

中庭のオレンジ 吉田 篤弘∥著 中央公論新社

諦念後 小田嶋 隆∥著 亜紀書房

女のイイ顔 田辺 聖子∥著 中央公論新社

いつか見た青空は 中野 翠∥著 毎日新聞出版

文藝春秋昭和・平成・令和傑作選 文藝春秋

定本夢野久作全集　7 夢野 久作∥著 国書刊行会

定本夢野久作全集　8 夢野 久作∥著 国書刊行会

三体0 劉 慈欣∥著 早川書房

アホウドリの迷信 岸本 佐知子∥編訳 スイッチ・パブリッシング

線が血を流すところ ジェスミン　ウォード∥著 作品社

ミセス・ハリス、パリへ行く ポール　ギャリコ∥[著] KADOKAWA

噓つき村長はわれらの味方 クリスティーヌ　サイモン∥著 早川書房

謎解きはビリヤニとともに アジェイ　チョウドゥリー∥著 早川書房

ブラックランド、ホワイトランド H.C.ベイリー∥著 論創社

赤屋敷殺人事件 A.A.ミルン∥著 論創社

クレムリンの魔術師 ジュリアーノ　ダ　エンポリ∥著 白水社

青いパステル画の男 アントワーヌ　ローラン∥著 新潮社

なぜではなく、どんなふうに アリアンナ　ファリネッリ∥著 東京創元社

福澤諭吉のレガシー 柴田 利雄∥著 丸善プラネット



【本館　児童書】

書名 著者名 出版者

池上彰と考える未来の社会とデジタル庁　2 池上 彰∥監修 文溪堂

池上彰と考える未来の社会とデジタル庁　3 池上 彰∥監修 文溪堂

としょかんにいこう ほるぷ出版

女王さまのワードローブ ジュリア　ゴールディング∥文 BL出版

18歳から「大人」?　1 『18歳から「大人」?』編集委員会∥編著 汐文社

「多様性」ってどんなこと?　1 こどもくらぶ∥編 岩崎書店

仕事の図鑑 藤田 晃之∥監修 ナツメ社

ネズミなんびきでゾウになる? トレイシー　ターナー∥文 小学館

真鍋先生の恐竜教室 真鍋 真∥著 岩波書店

作って発見!日本の美術 金子 信久∥著　工作 東京美術

小学生でも安心!「海釣り」と「魚料理」きほんBOOK 山口 充∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ

モンスター・ホテルでうたいましょう 柏葉 幸子∥作 小峰書店

数は無限の名探偵 はやみね かおる∥著 朝日新聞出版

キャラメルの木のひみつ 熊谷 千世子∥作 文研出版

服部半蔵　上 小前 亮∥作 小峰書店

百物語　1 日本児童文学者協会∥編 文溪堂

ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋 玲子∥作 講談社

ふしぎな図書館とやっかいな相棒 廣嶋 玲子∥作 講談社

マジカルカレンダー　1 吉野 万理子∥作 ポプラ社

子どもお悩み相談会 角田 光代∥著 中央公論新社

ガリバーのむすこ マイケル　モーパーゴ∥作 小学館

ジェイク・ランサムとどくろ王の影　上 ジェームズ　ロリンズ∥著 竹書房

ジェイク・ランサムとどくろ王の影　下 ジェームズ　ロリンズ∥著 竹書房

トロリーナとペルラ ドナテッラ　ヅィリオット∥作 岩波書店

うさぎのさとうくんあさひ 相野谷 由起∥さく 小学館

すてきないちにち かさい まり∥作　絵 ひさかたチャイルド

どうぶつどっちからよんでも たぶんぶた 本村 亜美∥文 絵本館

ようかいむらのゆけゆけゆきがっせん たかい よしかず∥作　絵 国土社

あいに、きたよ。 たかはら りょう∥ぶん 文芸社

きつねのトッドのおはなし ビアトリクス　ポター∥作　絵 早川書房

フロプシーのこどもたち ビアトリクス　ポター∥作　絵 早川書房

きょうりゅうバスでがっこうへ リウ スーユエン∥文 世界文化ブックス

杵築市立図書館


