
分類番号 書　　名 著　者　名

情報科学 007 算数で読み解くコンピュータのしくみ 馬場　敬信

159 女性の覚悟 坂東　眞理子

159 老いて今日も上機嫌！ 石川　恭三

159 70代で死ぬ人、80代でも元気な人 和田　秀樹

遍路 186 気軽に行きたい四国遍路旅 後藤　さおり

中国史 222 禁断の中国史 百田　尚樹

ロシア史 238 中学生から知りたいウクライナのこと 小山　哲

食文化 280 偉人メシ伝 真山　知幸

行政 310 安倍晋三  時代に挑む！ 安倍　晋三/編

社会・時事 316 ブラックアウト キャンディス・オーウェンズ

法律学 321 まだ、法学を知らない君へ 東京大学法学部「現代と法」委員会/編

人間関係 361 コピーライター式ホメ出しの技術 澤田　智洋

民俗・文化 382 日本の絶滅危惧知識 吉川　さやか

実験 404 世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑 カンゼン

科学 404 「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた グレゴリー・J・グバー

深海生物 481 深海の生き物  超大全 石井　英雄

493 アトピーっ子の安心ごはん 渡辺　雅美

493 ストレス脳 アンデシュ・ハンセン

495 大丈夫だよ 高尾　美穂

栄養 498 妊娠中のおいしい食事280品 川名　有紀子/医学監

経営学 499 武田薬品M&A戦略失敗の検証 原　雄次郎

食文化 588 ソーダと炭酸水の歴史 ジュディス・レヴィン

きもの 593 柴田理恵のきもの好日 柴田　理恵

596 ハツ江おばあちゃんの定番おうち洋食 高木　ハツ江

596 大原千鶴のかんたん仕込みごはん 大原　千鶴

犬 645 犬の教科書 増田　宏司/監

考古学 657 ひとかけらの木片が教えてくれること 田鶴　寿弥子

絵手紙 724 カラー筆ペンで楽しむ　はじめての絵手紙 朝日新聞出版/編

デザイン 727 刺さるデザインの5つの法則 ARENSKI/編

日本語 810 日本語を教えてみたいと思ったときに読む本 大隅　紀子　ほか
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小説研究 902 創作怪異怪物事典 朝里　樹

F 残星を抱く 矢樹　純

F ブラック・ノート抄 中村　邦生

F チンギス紀　14　萬里 北方　謙三

F 爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤　究

F やわ肌くらべ 奥山　景布子

F よって件のごとし　三島屋変調百物語八之続 宮部　みゆき

F こいごころ　（しゃばけシリーズ21） 畠中　恵

F その本は 又吉　直樹・ヨシタケ　シンスケ

F 紙の梟 貫井　徳郎

F 作家刑事毒島の嘲笑 中山　七里

F 宙ごはん 町田　そのこ

F ふるさと銀河線　軌道春秋（上・下） 髙田　郁

エッセイ 914 6Bの鉛筆で書く 五味　太郎

外国文学 B933 壜のなかの永遠 ジェス・キッド

読み聞かせ ES ぐんぐん考える力を育むよみきかせ きょうりゅうのお話20 山下　美樹

ES あんぱんまんと　ごりらまん やなせ　たかし

ES どんぐりポーと　どんぐりプー 藤本　ともひこ

ES じゃーんけん 山岡　ひかる

ES さんぽっぽ たなか　しん

ES おおきい　ちいさい たけうち　ちひろ

E 世界の市場 マリヤ・バーハレワ

E うちのおかあちゃん 小手鞠　るい

E とんぼの　ぎんちゃん　うまれたよ！ ねもと　まゆみ

E 絵本で知ろう二十四節気　春 ふじもと　みさと

E 恐竜トリケラトプスとウミトカゲ 黒川　みつひろ

防災 K369 ぼうさい 山村　武彦/監

K454 のぞく図鑑　穴 宮田　珠己/編

K530 押す図鑑　ボタン 西村　まさゆき/編

美術 K706
小学生のための　世界の美術館・博物館
知識が広がるミュージアム案内

「世界の美術館・博物館」編集室

K913 金曜日のヤマアラシ 蓼内　明子

D かいけつゾロリ　にんじゃおばけあらわる！ 原　ゆたか

海外小説 K943 ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス
ミヒャエル・エンデ/
ヴィーラント・フロイント

小説

◎絵本・童話・ジュニア文学

幼児絵本

小説

絵本

図鑑



分類番号 書　　名 著　者　名

人生訓 159 中村天風「自力」で運命を動かせ 池田　光

古地図 A291 古地図と地形図で発見！鎌倉街道　伝承を歩く 荻窪　圭

生前整理 367 身近な人も安心できる生前の手続きと整理のすべて 岡　久　ほか３名

怪談 388 江戸の怪談がいかにして歌舞伎と落語の名作となったか 櫻庭　由紀子

地球科学 450 極限大地 ウィリアム・グラスリー

493 ウルトラ図解　肝炎・肝硬変・肝がん 永井　英成/監

494 運動を頑張らなくても腎機能がみるみる強まる食べ方大全 上月　正博

住まい 527 リノベの心配ごとが全部なくなる本   西尾　肇

民俗・歴史 588 沖縄戦と琉球泡盛 上野　敏彦

F あきらめません！ 垣谷　美雨

F 蹴れ、彦五郎 今村　翔吾

F やっと訪れた春に 青山　文平

F 箱庭の巡礼者たち 恒川　光太郎

F 見習医ワトソンの追究 鏑木　蓮

E かきごおり　おまちどおさま ふくだ　じゅんこ

E はだしであるく 村中　李衣

E めをさませ 五味　太郎

かみなり K451 かみなり 妹尾　堅一郎/監

暴太郎戦隊ドンブラザーズとあそぼう！ 講談社

暴太郎戦隊ドンブラザーズとあそぼう！2 講談社

K913 動物の国の救世主（ぜんまいじかけのトリュフ　2） 綾　真琴

K913 あたしとひぐっちゃんの探偵日記 櫻井　とりお

絵本

小説
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