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ＳＰＥＣＩＡＬＳＰＥＣＩＡＬＳＰＥＣＩＡＬＳＰＥＣＩＡＬ- 

ＲＥＰＯＲＴＲＥＰＯＲＴＲＥＰＯＲＴＲＥＰＯＲＴ- 

１４日まで、全年齢の利用者を対象とした「図書館アンケ

ート」を実施しています。ご要望・ご意見をアンケートにご記入ください。

昨年の１２月１７日（土）に『クリスマスお楽しみ会』を開催しまし

「ミニツリ

ＴＩＯＮＴＩＯＮＴＩＯＮＴＩＯＮ- 



★絵本★絵本★絵本★絵本

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順

                                

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

モモリン（立
えとえとがっせん（石黒
おかしなこともあるもんだ（いしいひろし）
コんガらガっちあっちこっちすすめ！の本
（ユーフラテス）
いぬのおまわりさん（佐藤義美）
かぶきわらし（庄司三
すなばばば（鈴木のりたけ）
山びこくん（たかはしゆうじ）
おしりたんていププッおしりたんていがふ
たりいる！？（トロル）
羽田空港（浜美由紀）
あかちゃんの木（ソフィー・ブラッコール）
サンタクロースの１１かげつ（マイク・リース）
なつみはなんにでもなれる

ルルとララのアロハ！パンケーキ

恐怖コレクター
じいちゃんの鉄工所（田丸雅智）
文豪ノ怪談ジュニア・セレクション

好きになるその瞬間を。（
都会のトム＆ソーヤ

かいけつ

ほねほねザウルス
名探偵コナンエピソード
った名探偵（青山剛昌）
なきむしにかんぱい！（宮川ひろ）
図書室の日曜日（村上しいこ）
５秒後に意外な結末（桃戸ハル）
名探偵シャーロック・ホームズ

怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・ルブラン）
少女探偵アガサ
（サー・

 

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書    ※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者

著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順です。です。です。です。 

                                ※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

モモリン（立川志の輔） 
えとえとがっせん（石黒亜矢子）
おかしなこともあるもんだ（いしいひろし）
コんガらガっちあっちこっちすすめ！の本
（ユーフラテス） 
いぬのおまわりさん（佐藤義美）
かぶきわらし（庄司三智子）
すなばばば（鈴木のりたけ）
山びこくん（たかはしゆうじ）
おしりたんていププッおしりたんていがふ
たりいる！？（トロル） 
羽田空港（浜美由紀） 
あかちゃんの木（ソフィー・ブラッコール）
サンタクロースの１１かげつ（マイク・リース）
なつみはなんにでもなれる

（ヨシタケシンスケ）

ルルとララのアロハ！パンケーキ
（あんびるやすこ）

恐怖コレクター 巻ノ５（佐東みどり）
じいちゃんの鉄工所（田丸雅智）
文豪ノ怪談ジュニア・セレクション

好きになるその瞬間を。（
都会のトム＆ソーヤ １４上

（はやみねかおる）
かいけつゾロリの王子さまになるほうほう

ほねほねザウルス １７（カバヤ食品株式会社）
名探偵コナンエピソード“
った名探偵（青山剛昌） 
なきむしにかんぱい！（宮川ひろ）

の日曜日（村上しいこ）
５秒後に意外な結末（桃戸ハル）
名探偵シャーロック・ホームズ

（コナン・ドイル）
怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・ルブラン）
少女探偵アガサ 

・スティーヴ・スティーヴ

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者、本の順序は、本の順序は、本の順序は、本の順序は

※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤※新作テープの色は「赤」です。」です。」です。」です。 

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ 

 
亜矢子） 

おかしなこともあるもんだ（いしいひろし）
コんガらガっちあっちこっちすすめ！の本

いぬのおまわりさん（佐藤義美） 
智子） 

すなばばば（鈴木のりたけ） 
山びこくん（たかはしゆうじ） 
おしりたんていププッおしりたんていがふ

 

あかちゃんの木（ソフィー・ブラッコール）
サンタクロースの１１かげつ（マイク・リース）
なつみはなんにでもなれる 

（ヨシタケシンスケ）

ルルとララのアロハ！パンケーキ 
（あんびるやすこ）

巻ノ５（佐東みどり） 
じいちゃんの鉄工所（田丸雅智） 
文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 夢 

（夏目漱石）
好きになるその瞬間を。（HoneyWorks） 

１４上 
（はやみねかおる）

ゾロリの王子さまになるほうほう
（原ゆたか） 

１７（カバヤ食品株式会社）
“ONE”小さくな
 

なきむしにかんぱい！（宮川ひろ） 
の日曜日（村上しいこ） 

５秒後に意外な結末（桃戸ハル） 
名探偵シャーロック・ホームズ 

（コナン・ドイル）
怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・ルブラン）

ヴ・スティーヴンソン） 

 

おかしなこともあるもんだ（いしいひろし） 
コんガらガっちあっちこっちすすめ！の本

おしりたんていププッおしりたんていがふ

あかちゃんの木（ソフィー・ブラッコール） 
サンタクロースの１１かげつ（マイク・リース） 

（ヨシタケシンスケ） 

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書    ※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「

 ★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語

（あんびるやすこ） 

（夏目漱石） 
 

（はやみねかおる） 
ゾロリの王子さまになるほうほう

 
１７（カバヤ食品株式会社） 

小さくな

（コナン・ドイル） 
怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・ルブラン） 

 

太陽系のふしぎ１０９（永田美絵）
びっくり！マグロ大百科
（葛西臨海水族園
火を使わないで作るごはん（寺西恵里子）
すがたをかえるたべものしゃしんえほん
１１（宮崎祥子）
いぬ（カミラ・
からくり（安田真紀子）
めざせ名探偵激ムズ推理クイズ（大西憲司）

尾崎放哉 
クランクイン（相場英雄）
鼠、嘘つきは役人の始まり（赤川次郎）
夜明けまで眠らない（大沢在昌）
書楼弔堂炎昼（京極夏彦）
喧嘩 ６（黒川博行）
沈黙法廷（佐々木譲）
花咲小路三丁目
制裁女（新堂冬樹）
私立新宿歌舞伎町学園（新堂冬樹）
また、桜の国で（須賀しのぶ）
よるのばけもの（住野よる）
土の記 上・下（高村薫）
クローバーナイト（辻村深月）
おんな城主直虎
under the bridge
社長室の冬（堂場瞬一）
うき世櫛（中島要）
セイレーンの懺悔（中山七里）
神仙の告白 １０
北海道新幹線殺人事件（西村京太郎）
i（西加奈子） 
コンテクスト・オブ・ザ・デッド（羽田圭介）
あおなり道場始末（葉室麟）
レベル９６少女、不穏な夏休み

サーモン・キャッチャ—

静かな雨（宮下奈都）
 

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

太陽系のふしぎ１０９（永田美絵）
びっくり！マグロ大百科 

臨海水族園クロマグロ飼育チーム）
火を使わないで作るごはん（寺西恵里子）

たをかえるたべものしゃしんえほん
１１（宮崎祥子） 

・ド・ラ・ベドワイエール）
からくり（安田真紀子） 
めざせ名探偵激ムズ推理クイズ（大西憲司）

クランクイン（相場英雄） 
鼠、嘘つきは役人の始まり（赤川次郎）
夜明けまで眠らない（大沢在昌）
書楼弔堂炎昼（京極夏彦） 

６（黒川博行） 
沈黙法廷（佐々木譲） 
花咲小路三丁目のナイト（小路幸也）
制裁女（新堂冬樹） 
新宿歌舞伎町学園（新堂冬樹）

また、桜の国で（須賀しのぶ） 
よるのばけもの（住野よる） 

上・下（高村薫） 
クローバーナイト（辻村深月） 
おんな城主直虎 １（森下佳子）

bridge（堂場瞬一）
社長室の冬（堂場瞬一） 
うき世櫛（中島要） 
セイレーンの懺悔（中山七里） 

１０（仁木英之） 
北海道新幹線殺人事件（西村京太郎）

 
コンテクスト・オブ・ザ・デッド（羽田圭介）
あおなり道場始末（葉室麟） 
レベル９６少女、不穏な夏休み 

（汀こるもの）
サーモン・キャッチャ—the Nove

（道尾秀介）
静かな雨（宮下奈都） 

★文庫文庫文庫文庫

※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「赤赤赤赤」です」です」です」です。。。。    

★その他その他その他その他

太陽系のふしぎ１０９（永田美絵） 

クロマグロ飼育チーム） 
火を使わないで作るごはん（寺西恵里子） 

たをかえるたべものしゃしんえほん 

ベドワイエール） 

めざせ名探偵激ムズ推理クイズ（大西憲司） 

鼠、嘘つきは役人の始まり（赤川次郎） 
夜明けまで眠らない（大沢在昌） 

ナイト（小路幸也） 

新宿歌舞伎町学園（新堂冬樹） 
 

 
１（森下佳子） 
（堂場瞬一） 

 
 

北海道新幹線殺人事件（西村京太郎） 

コンテクスト・オブ・ザ・デッド（羽田圭介） 

 
（汀こるもの） 

Novel 
（道尾秀介） 

珈琲店タレーランの事件簿
相棒 
お断り（佐伯泰英）
店仕舞い（佐伯泰英）
君にさよならを言わない
雪煙チェイス（東野圭吾）
完璧な母親（まさきとしか）
水鏡推理
イヤミス短篇集（真梨幸子）
静かな炎天（若竹七海）
怪盗紳士

イギリスの歴史を知るための５０章

ロシアの歴史を知るための５０章

コブのない駱駝（きたやまおさむ）
出光佐三（プレジデント書籍編集部）
ブラタモリ

日本・インドの戦略包囲網で憤死する中国
（石平）
トランプ後の世界（木村太郎）
よくわかる世界の紛争

成功する株式会社の設立手続きと運営がわ
かる本（愛知吉隆）
これでわかるタックスヘイブン（合田寛）
すごい「会話力」（斎藤孝
知識ゼロからの謝り方入門（山口明雄）
すぐに役立つ困ったときに読む入門図解親
の病気・入院・介護手続きサポートマニュ
アル（若林美佳）
 

三鬼（宮部みゆき）
ヤマンタカ（夢枕獏）
いまさら翼といわれても（米澤穂信）
笑って、泣いて、考えて。（永六輔）
本物のおとな論（外山滋比古）
ドラゴンの塔

文庫文庫文庫文庫    

その他その他その他その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）

珈琲店タレーランの事件簿
 season１４下（輿水泰弘）

お断り（佐伯泰英） 
店仕舞い（佐伯泰英） 
君にさよならを言わない 
雪煙チェイス（東野圭吾）
完璧な母親（まさきとしか）
水鏡推理 ５（松岡圭祐）
イヤミス短篇集（真梨幸子）
静かな炎天（若竹七海）
怪盗紳士モンモランシ—

（エレーナ・アップデール）

イギリスの歴史を知るための５０章

ロシアの歴史を知るための５０章

コブのない駱駝（きたやまおさむ）
出光佐三（プレジデント書籍編集部）
ブラタモリ ５・６ 

（NHK「ブラタモリ」製作班）
日本・インドの戦略包囲網で憤死する中国
（石平） 
トランプ後の世界（木村太郎）
よくわかる世界の紛争

成功する株式会社の設立手続きと運営がわ
かる本（愛知吉隆） 
これでわかるタックスヘイブン（合田寛）
すごい「会話力」（斎藤孝
知識ゼロからの謝り方入門（山口明雄）
すぐに役立つ困ったときに読む入門図解親
の病気・入院・介護手続きサポートマニュ
アル（若林美佳） 

三鬼（宮部みゆき） 
ヤマンタカ（夢枕獏） 
いまさら翼といわれても（米澤穂信）
笑って、泣いて、考えて。（永六輔）
本物のおとな論（外山滋比古）
ドラゴンの塔 上・下（ナオミ

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

珈琲店タレーランの事件簿 ５（岡崎琢磨）
１４下（輿水泰弘） 

 
 １・２（七月隆文）

雪煙チェイス（東野圭吾） 
完璧な母親（まさきとしか） 

５（松岡圭祐） 
イヤミス短篇集（真梨幸子） 
静かな炎天（若竹七海） 

ランシ— ２ 
（エレーナ・アップデール）

イギリスの歴史を知るための５０章 
（川成洋）

ロシアの歴史を知るための５０章 
（下斗米伸夫）

コブのない駱駝（きたやまおさむ） 
出光佐三（プレジデント書籍編集部） 

「ブラタモリ」製作班）
日本・インドの戦略包囲網で憤死する中国

トランプ後の世界（木村太郎） 
よくわかる世界の紛争 ２０１７ 

（毎日新聞外信部）
成功する株式会社の設立手続きと運営がわ

これでわかるタックスヘイブン（合田寛）
すごい「会話力」（斎藤孝） 
知識ゼロからの謝り方入門（山口明雄）
すぐに役立つ困ったときに読む入門図解親
の病気・入院・介護手続きサポートマニュ

 
いまさら翼といわれても（米澤穂信） 
笑って、泣いて、考えて。（永六輔） 
本物のおとな論（外山滋比古） 

上・下（ナオミ・ノヴィ

（岡崎琢磨） 

１・２（七月隆文） 

（エレーナ・アップデール） 

（川成洋） 

（下斗米伸夫） 

 

「ブラタモリ」製作班） 
日本・インドの戦略包囲網で憤死する中国

（毎日新聞外信部） 
成功する株式会社の設立手続きと運営がわ

これでわかるタックスヘイブン（合田寛） 

知識ゼロからの謝り方入門（山口明雄） 
すぐに役立つ困ったときに読む入門図解親
の病気・入院・介護手続きサポートマニュ

ど素人が始める
金〉の本（山中伸
下流老人 続（藤田孝典）
お雑煮マニアックス（粕谷浩子）
日本の伝統行事（村上龍）
オスとメスはどちら
日本の美しい色の鳥（上田恵介）
Q&A生活習慣病の科学
下肢静脈瘤・むくみは自分で治せる！

サイコパス（中野
国立がん研究
（片井均） 
〈ひざの痛み〉変形性膝関節症を治すコツ
がわかる本（竹川広三）
ウルトラ図解歯周病（渡辺久）
本当は怖いデスクワーク（佐々木さゆり）
スーパーで買っていい食品買ってはダメな
食品（河岸宏和）
図説世界史を変えた５０の船

漂流（角幡唯介）
図説金の文化史（レベッカ・ゾラック）
メンズファッションの解剖図鑑
斉藤謠子私のキルト（斉藤謠子）
初めてでも簡単キレイ！自分でできる着物
の髪型（鈴木富
手づくり健康酢バイブル（金丸絵里加）
初女さんのお漬
ムジカピッコリーノ
折って使える立体
アニメ映画の新定番曲あつめました。
ボブ・ディラン
押忍とは何か？（大森敏範）
図解チェス入門（渡辺暁）
語彙力がないまま社会人になってしまった
人へ（山口謡司）
ことわざ生活

すべては書くことから始まる（坂東真理子）

 

ノヴィク） 

ど素人が始める iDeCo〈個人型確定拠出年
金〉の本（山中伸枝） 

続（藤田孝典） 
お雑煮マニアックス（粕谷浩子）
日本の伝統行事（村上龍） 
オスとメスはどちらが得か？（稲垣栄洋）
日本の美しい色の鳥（上田恵介）

生活習慣病の科学 Neo
下肢静脈瘤・むくみは自分で治せる！

サイコパス（中野信子） 
国立がん研究センターのがんとお金の本

 
〈ひざの痛み〉変形性膝関節症を治すコツ
がわかる本（竹川広三） 
ウルトラ図解歯周病（渡辺久）
本当は怖いデスクワーク（佐々木さゆり）
スーパーで買っていい食品買ってはダメな

河岸宏和） 
図説世界史を変えた５０の船

（イアン・グラハム）
漂流（角幡唯介） 

の文化史（レベッカ・ゾラック）
メンズファッションの解剖図鑑
斉藤謠子私のキルト（斉藤謠子）
初めてでも簡単キレイ！自分でできる着物
の髪型（鈴木富美子） 
手づくり健康酢バイブル（金丸絵里加）
初女さんのお漬け物（佐藤初女）
ムジカピッコリーノ 
折って使える立体 ORIGAMI 雑貨（川手章子）
アニメ映画の新定番曲あつめました。
ボブ・ディラン マイ・バック・ページズ
押忍とは何か？（大森敏範）

チェス入門（渡辺暁） 
がないまま社会人になってしまった

人へ（山口謡司） 
ことわざ生活 あっち編・こっち編

（あかいわしゅうご）
すべては書くことから始まる（坂東真理子）

〈個人型確定拠出年

お雑煮マニアックス（粕谷浩子） 

が得か？（稲垣栄洋）
日本の美しい色の鳥（上田恵介） 

Neo（中尾一和） 
下肢静脈瘤・むくみは自分で治せる！ 

（岩井武尚） 

センターのがんとお金の本

〈ひざの痛み〉変形性膝関節症を治すコツ

ウルトラ図解歯周病（渡辺久） 
本当は怖いデスクワーク（佐々木さゆり）
スーパーで買っていい食品買ってはダメな

図説世界史を変えた５０の船 
（イアン・グラハム） 

の文化史（レベッカ・ゾラック） 
メンズファッションの解剖図鑑（MB） 
斉藤謠子私のキルト（斉藤謠子） 
初めてでも簡単キレイ！自分でできる着物

手づくり健康酢バイブル（金丸絵里加） 
物（佐藤初女） 

雑貨（川手章子） 
アニメ映画の新定番曲あつめました。 

マイ・バック・ページズ 
押忍とは何か？（大森敏範） 

がないまま社会人になってしまった

こっち編 
（あかいわしゅうご） 

すべては書くことから始まる（坂東真理子） 


