
タイトル 著者名 出版社
請求
記号

1 緋色のシグナル 麻見　和史 KADOKAWA Bｱｻ

2 晩鐘 宇江佐　真理 講談社 Bｳｴ

3 テスタメントシュピーゲル　2　下 冲方　丁 KADOKAWA Bｳﾌﾞ

4
モップの精は深夜に現れる

【「女性清掃人探偵キリコ」シリーズ】
近藤　史恵 文藝春秋 Bｺﾝ

5
蓑虫

【うぽっぽ同心十手裁き　[1]】
坂岡　真 徳間書店 Bｻｶ

6
まいまいつむろ

【うぽっぽ同心十手裁き　[2]】
坂岡　真 徳間書店 Bｻｶ

7
狩り蜂

【うぽっぽ同心十手裁き　[3]】
坂岡　真 徳間書店 Bｻｶ

8
ふくろ蜘蛛

【うぽっぽ同心十手裁き　[4]】
坂岡　真 徳間書店 Bｻｶ

9
捨て蜻蛉

【うぽっぽ同心十手裁き　[5]】
坂岡　真 徳間書店 Bｻｶ

10
迷い蝶

【うぽっぽ同心十手裁き　[6]】
坂岡　真 徳間書店 Bｻｶ

11
マークスマン

【警視庁公安J　[2]】
鈴峯　紅也 徳間書店 Bｽｽﾞ

12 僕と彼女の左手 辻堂　ゆめ 中央公論新社 ﾂｼﾞ

13
死顔

【隠目付江戸日記　5】
鳥羽　亮 光文社 Bﾄﾊﾞ

14 バビロン　2 野崎　まど 講談社 Bﾉｻﾞ

15 幕末暗殺! 谷津　矢車 中央公論新社 ﾊﾞｸ

16
全日本探偵道コンクール
【セーラー服と黙示録】

古野　まほろ KADOKAWA Bﾌﾙ

17 深川黄表紙掛取り帖 山本　一力 講談社 Bﾔﾏ

海外の小説

大人向けの本

日本の小説

～１冊の本 広がる世界～ 
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18 アンニョン、エレナ 金　仁淑 書肆侃侃房
929.1
ｷﾑ

19 短歌タイムカプセル 東　直子 書肆侃侃房
911.1
ﾋｶﾞ

20 雑談藝 いとう　せいこう 文藝春秋 ｲﾄ

21 人生の退き際 曽野　綾子 小学館 Sｿﾉ

22 キクコさんのつぶやき 溝井　喜久子 ユサブル ﾐｿﾞ

23
いまどきパソコン&Windows 10は

こんなふうにできている
唯野　司 技術評論社

007.6
18

24 (貸出禁止)毎日新聞縮刷版　2017-12 毎日新聞社
R071
18

25
土方歳三日記　下

【新選組副長、鳥羽伏見戦、箱館戦争、そして散華】
菊地　明 筑摩書房

B289.1
ﾋｼﾞ

26 おばけだゾォ〜 藤田　勝治 一声社
376.1
ﾌｼﾞ

27 おはなしおばさんの小道具 藤田　浩子 一声社
376.1
ﾌｼﾞ

28 おはなしおばさんの小道具　続 藤田　浩子 一声社
376.1
ﾌｼﾞ

29 美しき小さな雑草の花図鑑 大作　晃一 山と溪谷社
470
18

30 闘いつづける力 福島　孝徳 徳間書店
494.6
ﾉｳ

31 シニアのひざの痛み 池内　昌彦 NHK出版
494.7
ﾋｻﾞ

32 たのしい手づくり子そだて 良原　リエ KTC中央出版
593.3
ﾖｼ

33 大人スタイルのキルト 小関　鈴子 グラフィック社
594.9
ｺｾ

34 パンラボ & comics　2 パンラボ ガイドワークス
596.6
ﾊﾟﾝ

35 聲の形　1 大今　良時 講談社 Cｵｵ

36 聲の形　2 大今　良時 講談社 Cｵｵ

園芸・ペット・商売・交通・芸術・コミック・写真・書道

作品集・詩歌・エッセイ・ルポルタージュ

図書館・パソコン・心理学・哲学・宗教

歴史・地理・伝記・旅行ガイド

社会問題・法律・経済・教育・民族

環境・家事・家づくり・手芸・料理・育児

自然科学・医学・健康



37 聲の形　3 大今　良時 講談社 Cｵｵ

38 聲の形　4 大今　良時 講談社 Cｵｵ

39 聲の形　5 大今　良時 講談社 Cｵｵ

40 聲の形　6 大今　良時 講談社 Cｵｵ

41 聲の形　7 大今　良時 講談社 Cｵｵ

42 健康で文化的な最低限度の生活　6 柏木　ハルコ 小学館 Cｶｼ

43 ちいさいひと　1 夾竹桃　ジン 小学館 Cｷﾖ

44 ちいさいひと　2 夾竹桃　ジン 小学館 Cｷﾖ

45 ちいさいひと　3 夾竹桃　ジン 小学館 Cｷﾖ

46 ちいさいひと　4 夾竹桃　ジン 小学館 Cｷﾖ

47 ちいさいひと　5 夾竹桃　ジン 小学館 Cｷﾖ

48 ちいさいひと　6 夾竹桃　ジン 小学館 Cｷﾖ

49 新・ちいさいひと　1 夾竹桃　ジン 小学館 Cｷﾖ

50 新・ちいさいひと　2 夾竹桃　ジン 小学館 Cｷﾖ

51 新・ちいさいひと　3 夾竹桃　ジン 小学館 Cｷﾖ

52 服を着るならこんなふうに　VOLUME03 縞野　やえ KADOKAWA Cｼﾏ

53 服を着るならこんなふうに　VOLUME04 縞野　やえ KADOKAWA Cｼﾏ

54 服を着るならこんなふうに　VOLUME05 縞野　やえ KADOKAWA Cｼﾏ

55 服を着るならこんなふうに　VOLUME06 縞野　やえ KADOKAWA Cｼﾏ

56 いちのすけのまくら 春風亭　一之輔 朝日新聞出版
779.1
ｼﾕ

57 気まぐれ九州文学館 椎窓　猛 書肆侃侃房
F910.2

ｼｲ

58
さああてて　ぼくはだれでしょう　2018年4月号

【こどものとも年中向き　385号】
小野寺　悦子　文
和歌山　静子　絵

福音館書店 Eｻｱ

こどものほん

えほん

工作・音楽・スポーツ・言語

郷土資料



59 ぱくっ せき　ゆうこ 小学館 Eｾｷ

60 もっとぱくっ せき　ゆうこ 小学館 Eｾｷ

61 いっぱいぱくっ せき　ゆうこ 小学館 Eｾｷ

62 ともだちのやくそく 中川　ひろたか アリス館 Eﾅｶ

63 ばすくん みゆき　りか 小学館 Eﾊﾞｽ

64 ばすくんのおむかえ みゆき　りか 小学館 Eﾊﾞｽ

65 ぼくのいろなあに はた　こうしろう ポプラ社 Eﾊﾀ

66 おうちのものなあに はた　こうしろう ポプラ社 Eﾊﾀ

67 このかたちなあに はた　こうしろう ポプラ社 Eﾊﾀ

68 ぼくのからだここなあに はた　こうしろう ポプラ社 Eﾊﾀ

69 どうぶつなあに はた　こうしろう ポプラ社 Eﾊﾀ

70
はりねずみぼうやのおはなし　2018年4月号

【こどものとも　745号】
小風　さち 福音館書店 Eﾊﾘ

71
ひよこは　にげます　2018年4月号

【こどものとも年少版　493号】
五味　太郎 福音館書店 Eﾋﾖ

72
まちでくらすとり　すずめ　2018年4月号

【かがくのとも　589号】
三上　修 福音館書店 Eﾏﾁ

73 12つきのおくりもの 石井　睦美 フレーベル館 Eﾒｼﾞ

74
森の舞台うら　2018年4月号
【たくさんのふしぎ　397号】

松浦　陽次郎　文
山村　浩二　絵

福音館書店 Eﾓﾘ

75 ヨセフのだいじなコート シムズ・タバック フレーベル館 Eﾖｾ


