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図 　 　 　 書 　 　 　 名 著 者 名
総　　　　　　　　　　　　　　記

私が本からもらったもの　【翻訳者の読書論】 駒井　　稔
モンテレッジォ小さな村の旅する本屋の物語 内田　洋子
「読む」だけで終わりにしない読書術 本要約チャンネル
一万円選書 岩田　　徹

哲　　　　　　　　　　　　　　学
お寺の掲示板　諸法無我 江田　智昭
シンプルでも「心ゆたか」に暮らす１００のルール 横田真由子
整える習慣 小林　弘幸
１０代で知っておきたい「同意」の話 ジャスティン・ハンコック

歴　　　　　　　　　　　　　　史
一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典 山﨑　圭一
歴史のミカタ 井上　章一
山岡鉄舟　決定版 小島　英記
山梨県の山　（分県登山ガイド） 長沢　　洋
長野県の山　（　　　〃　　　） 垣外富士男
新潟県の山　（　　　〃　　　） 陶山　　聡

社　　　　会　　　　科　　　　学
大人のいじめ 坂倉　昇平
住宅ローンを賢く借りて無理なく返す３２の方法 淡河　範明
お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで 主婦の友社
「死にたい」に現場で向き合う　【自殺予防の最前線】 松本　俊彦
デジタル・ファシズム 堤　　未果
人に寄り添う防災 片田　敏孝
育てられない母親たち 石井　光太
まんがで分かる　フリーランスお金の教科書 蟹　めんま
職場のトリセツ 黒川伊保子

自　　　　然　　　　科　　　　学
カラー図解 地球科学入門 　 平　　朝彦
カビ図鑑　【野外で探す微生物の不思議】 細矢　　剛
化学が好きになる数の物語１００話 ジョエル・レビー

技　　　　　　　　　　　　　　術
ＯＨ！ざわつくおにぎり　【食べてもおいしい米アート】 おにぎり劇場
世界一のバリスタが書いたコーヒー１年生の本 井崎　英典
最近、地球が暑くてクマってます。 水野　敬也

産　　　　　　　　　　　　　　業
シニア鉄道旅の魅力 野田　　隆
クルマ１台で起業する　はじめよう！移動販売 滝岡　幸子

芸　　　　　　　　　　　　　　術
林家木久扇一門本　【天下御免のお弟子たち】 木久扇と弟子たち
第三の人生は、後半へ続く！ キートン山田
基礎から始める堤防釣り入門 「堤防磯投げつり情報」編集部
基礎から始めるボート釣り入門 〃

図 　 　 　 書 　 　 　 名 著 者 名
芸　　　　　　　　　　　　　　術

ミレニアム・ファルコンを作った男 成田　昌隆
言　　　　　　　　　　　　　　語

小論文これだけ！　【短大・推薦入試から難関校受験まで】 樋口　裕一
英語史を学び英語を学ぶ 高橋　英光
韓国語　　　　　（ひとり歩きの会話集） ＪＴＢパブリッシング
フランス語　　　（　　　　〃　　　　） 〃

文　　　　　　　　　　　　　　学
織田一の男、丹羽長秀 佐々木　功
ダメじゃないんじゃないんじゃない はらだ有彩
はればれ、お寿司 嵐山光三郎（他）
リアデイルの大地にて  ７ Ｃ ｅ ｅ ｚ
本好きの下剋上  第５部 女神の化身　７ 香月　美夜
ティアムーン帝国物語 餅月　　望
孤独ぎらいのひとり好き 田村セツコ
偽神の審判　【警視庁公安分析班】 麻見　和史
Ｍｉｓｓｉｎｇ  ４、５ 甲田　学人
カレーライス 教室で出会った重松清 重松　　清
満月珈琲店の星詠み 望月　麻衣
水の剣と砂漠の海　【アルテニア戦記】 森　　りん
デューン砂の惑星  中・下 フランク・ハーバート
N 道尾　秀介
輝山 澤田　瞳子
塞王の楯 今村　翔吾
君の顔では泣けない 君嶋　彼方
探花　 隠蔽捜査　９ 今野　　敏
ボタニカ 朝井まかて
真夜中のマリオネット 知念実希人
ひとりでカラカサさしてゆく 江國　香織
佳代のキッチン　4　 ラストツアー 原　　宏一
にべ屋往来記 村木　　嵐
鬼人幻燈抄 　大正編 紫陽花の日々 中西モトオ
倒産続きの彼女 新川　帆立
特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来 南原　　詠
土佐くろしお鉄道殺人事件 西村京太郎
北条義時 我、鎌倉にて天運を待つ 高橋　直樹
教育 遠野　　遥
鑑定人　氏家京太郎 中山　七里
センターコート  上 中庭　球児
家にいるのに家に帰りたい クォン・ラビン
泥の中で咲け 松谷　美善
父がひとりで死んでいた　【離れて暮らす親のために今できること】 如月　サラ
おやつが好き　【お土産つき】 坂木　　司
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図 　 　 　 書 　 　 　 名 著 者 名
自　　　　然　　　　科　　　　学

宇宙飛行士は見た　宇宙に行ったらこうだった！ 山崎　直子
ドラえもん探究ワールド　【心の不思議】 藤子・Ｆ・不二雄
ＮＨＫ「香川照之の昆虫すごいぜ！」図鑑  Ｖｏｌｕｍｅ３ カマキリ先生
みてみて！クオッカ　世界いちしあわせなどうぶつ 福田　豊文
変身する生きものずかん　2　変身する系 柴田　佳秀

技　　　　　　　　　　　　　　術
すがたをかえる食べもの　３、４ 香西みどり
くらしの中のきほんのしくみ 　【てこ・ボルト・歯車…】 しおうら　しんたろう

産　　　　　　　　　　　　　　業
未来をつくる！日本の産業　３　【水産業・林業】 勝川　俊雄
　　　　　　〃　　　　　　４　【軽工業】 産 業 学 会

文　　　　　　　　　　　　　　学
ひまりのすてき時間割 井嶋　敦子
恋とシェイクとバレンタイン　（Ｅバーガー　４） 神戸　遥真
キャメロットの亡霊　（アーサー王の世界  7） 斉藤　　洋
境界のポラリス 中島　　空
イカル荘へようこそ にしがき　ようこ
保健室経由、かねやま本館。  ２ 松素めぐり
アリスとふたりのおかしな冒険 ナターシャ・ファラント
コウペンちゃんのショートストーリーズ　【あしたもはなまる】 る る て あ
虹いろ図書館のかいじゅうたち　（５分シリーズ＋） 櫻井とりお
秘密に満ちた魔石館  ３ 廣嶋　玲子
万葉恋ばな　春夏秋冬 みずの　まい
ゴースト・ボーイズ　【ぼくが十二歳で死んだわけ】 ジュエル・パーカー・ローズ
たまごの魔法屋トワ  ４ 宮下　恵茉
ひみつの魔女フレンズ  ３ 〃
本好きの下剋上  第２部　神殿の巫女見習い　３ 香月　美夜
鬼滅の刃ノベライズ 　【おそわれた刀鍛冶の里編】 吾峠　呼世晴
映画すみっコぐらし　青い月夜のまほうのコ サンエックス
星のカービィ ナゾと事件のプププトレイン！？の巻 高瀬　美恵
四つ子ぐらし  １０ ひの　ひまり
ケケと半分魔女 　（魔女の宅急便　特別編その３） 角野　栄子
ぼくんちのねこのはなし いとう　みく
希望の図書館 リサ・クライン・ランサム
崖の下の魔法使い 吉野万理子
家守神  １　【妖しいやつらがひそむ家】 おおぎやなぎ　ちか
推しトモ！ 吉田　桃子
ちょっと気になるあの人 戸森しるこ

図 　 　 　 書 　 　 　 名 著 者 名
文　　　　　　　　　　　　　　学

おかしの国のお姫さま　【ぜんまいじかけのトリュフ】 綾　　真琴
カレンダー吸血鬼は知っている　（探偵チームKZ事件ノート） 藤本ひとみ
ようこそ！たんぽぽ書店へ  ２ 市宮　早記
お天気屋と封印屋 【十年屋と魔法街の住人たち３】 廣嶋　玲子
ひみつのおばけ一家  １　（学校おばけをやっつけろ！） 石崎　洋司

絵　　　　　　　　　　　　　　本
ねむねむこうさぎ 麦田あつこ
せかいでいちばんのばしょ ペトル・ホラチェック
どうしてパパとけっこんしたの？ 桃戸　栗子
旅の絵本  １０ 安野　光雅
ほしじいたけほしばあたけ　【おにたいじはいちだいじ？】 石川　基子
あいちゃんとおかあさんのやくそく あいはら  ひろゆき
ランディーときいろのトラック そら
やさいのがっこう　【いちごちゃんはやさいなの？】 なかや　みわ
それいけ！アンパンマンアニメえほんブックヒーローズ  ４ やなせ　たかし
てあらい　(できたよ！アンパンマン  ５) 〃
しろくまきょうだいのおかいもの ｓｅｒｉｃｏ
おめんです  ３　【あっ！とおどろくしかけえほん】 いしかわ　こうじ
はじめて読むディズニープリンセスのおはなし ＫＡＤＯＫＡＷＡ
チョコボと空飛ぶ船 　【ファイナルファンタジーえほん】 青木　和彦
おにぎりちゃん 園田　トト
クロべぇ ふくだ　いわお
コロッケころくまくん 　【こんがりおいしくなれるかなの巻】 志村まゆみ
ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおか　たつひで
だいすきだよおつきさまにとどくほど ティム・ワーンズ
おしりたんてい 　【ププッレインボーダイヤをさがせ！】 ト　ロ　ル
モチモチの木 斎藤　隆介

科学漫画サバイバルシリーズ
台風のサバイバル 洪　在　徹
洞窟のサバイバル 〃
深海のサバイバル ゴムドリco.
干潟のサバイバル  １、２ 〃

子子 どど もも の 本の 本

「ミニおはなし会」開催のお知らせ

こちらのＱＲコードからこちらのＱＲコードから

蔵書検索できます。蔵書検索できます。

図書館スタッフによる絵本や紙芝居の
「よみきかせ」を開催します♪

ご家族、お友達と一緒に
遊びにきてくださいね。

●日　時　６月18日㈯
　　　　　午前10時30分から（約20分程度）

●場　所　図書館内絵本コーナー


