
好藤公民館　図書一覧

№ 著者名 書名 出版社

1 愛媛新聞社 愛媛県百貨　大事典　上

2 愛媛新聞社 愛媛県百貨　大事典　下

3 瀬戸内　寂聴 寂聴愛のたより

4 瀬戸内　寂聴 寂庵こよみ

5 渡辺　淳一 別れぬ理由

6 角野　栄子 魔女の宅急便

7 宮崎　駿 風の谷のナウシカ（上）

8 宮崎　駿 となりのトトロ

9 宮崎　駿 風の谷のナウシカ（下）

10 小学館 ぶんぶく茶がま

11 小学館 かぐやひめ

12
絵：黒井　健
作：新美　南吉

手ぶくろをかいに

13
絵：黒井　健
作：新美　南吉

ごんぎつね

14 笹川　久三 四万十川

15 渡辺　淳一 ひとひらの雪（上）

16 渡辺　淳一 ひとひらの雪（下）

17 村上　春樹 ノルウェイの森（上）

18 村上　春樹 ノルウェイの森（下）

19 宮尾　登美子 きのね（上）

20 宮尾　登美子 きのね（下）

21 相田　みつを にんげんだもの

22 手塚　治虫 火の鳥　№１　黎明編

23 手塚　治虫 火の鳥　№２　未来編

24 手塚　治虫 火の鳥　№３　ヤマト編

25 手塚　治虫 火の鳥　№４　鳳凰編

26 手塚　治虫 火の鳥　№５　復活編

27 手塚　治虫 火の鳥　№６　乱世編（上）

28 手塚　治虫 火の鳥　№７　乱世編（下）

29 手塚　治虫 火の鳥　№８　宇宙編

30 手塚　治虫
手塚治名作集７
フライング．ベン　１

31 手塚　治虫
手塚治名作集８
フライング．ベン　２

32 手塚　治虫
手塚治名作集４
マンションＯＢＡ
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№ 著者名 書名 出版社

33 手塚　治虫
手塚治名作集５
はるかなる星

34 手塚　治虫
手塚治名作集６
白縫

35 手塚　治虫
手塚治名作集１０
ナンバーセブン　２

36 手塚　治虫
手塚治名作集　スペシャル
どついたれ

37 手塚　治虫 アドルフに告ぐ１

38 手塚　治虫 アドルフに告ぐ２

39 手塚　治虫 アドルフに告ぐ３

40 手塚　治虫 アドルフに告ぐ４

41 手塚　治虫 ネオ・ファウスト

42 手塚　治虫 ザ・クレーター（１）

43 手塚　治虫 ザ・クレーター（２）

44 手塚　治虫 きりひと讃歌（上）

45 手塚　治虫 きりひと讃歌（下）

46 手塚　治虫 ムウ（１）

47 手塚　治虫 ムウ（２）

48 手塚　治虫 どろろ（１）

49 手塚　治虫 どろろ（２）

50 手塚　治虫 火の鳥　ギリシャ　ローマ　編

51 手塚　治虫 火の鳥　太陽編（上）

52 手塚　治虫 火の鳥　太陽編（下）

53 手塚　治虫 陽だまりの村　（一）

54 手塚　治虫 陽だまりの村　（二）

55 手塚　治虫 陽だまりの村　（三）

56 手塚　治虫 陽だまりの村　（四）

57 手塚　治虫 陽だまりの村　（五）

58 手塚　治虫 陽だまりの村　（六）

59 手塚　治虫 陽だまりの村　（七）

60 手塚　治虫 ブッタ　第１巻

61 手塚　治虫 ブッタ　第２巻

62 手塚　治虫 ブッタ　第３巻

63 手塚　治虫 ブッタ　第４巻

64 手塚　治虫 ブッタ　第５巻

2 / 40 ページ



好藤公民館　図書一覧

№ 著者名 書名 出版社

65 手塚　治虫 ブッタ　第６巻

66 手塚　治虫 ブッタ　第７巻

67 手塚　治虫 ブッタ　第８巻

68 手塚　治虫 シュマリ　上

69 手塚　治虫 シュマリ　中

70 手塚　治虫 シュマリ　下

71 手塚　治虫 罪と罰

72 手塚　治虫
手塚治名作集９
ナンバー　７　１

73
大本神社　宮司
大野　直續

伊豫神楽抄

74 手塚　治虫
手塚治名作集３
百物語

75 手塚　治虫
手塚治名作集２
雨ふり小僧

76 手塚　治虫
手塚治名作集１
ゴッドファーザーの息子

77 かわいいカットいっぱいの本

78 谷　克二 老猿

79 渡辺　淳一 麻酔

80 清水　一行 女帝

81 五木　寛之 生きるヒント

82 相田　みつを いちずに一本道　いちずに一ツ事

83 高田　明和 眠りは百薬の長

84
四国四十八ヶ所
霊場会

四国四十八ヶ所霊場めぐり

85 星野　富弘 風の旅

86
原作：宮沢　賢治
影絵と文：藤城　清治

銀河鉄道の夜

87
文：三枝博幸
絵：松原巌樹

昆虫のかいかた、そだてかた

88 訳：奥本　大三郎 ファーブル昆虫記

89
作：小沢昭巳
画：田中佑子

とべないホタル

90
作：小沢昭巳
画：田中佑子

とべないホタル　２

91
作：小沢昭巳
画：田中佑子

とべないホタル　３

92 ふくだい　わお ぼくは一ねんせいだぞ

93
作：手島悠介
絵：岡本颯子

かぎばあさんのマンガ教室

94 図子　英雄　著 ふるさと文学館　４４

95 扶川　茂　著 ふるさと文学館　４２

96 編集：永田敏之　著 ふるさと文学館　４３
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97 片岡　文雄　著 ふるさと文学館　４５

98
ヨースタイン・ゴルデル
池田香代子　訳

ソフィーの世界

99 五味　太郎 ことわざ絵本

100 五味　太郎 ことわざ絵本　パート２

101 竹井　史郎 リサイクル　工作ずかん

102 手塚　治虫 聖書物語　１

103 手塚　治虫 聖書物語　２

104 手塚　治虫 聖書物語　３

105
岡本　蛍
刀根　夕子　原作

おもいでぽろぽろ

106 岸　朝子 だから人生って面白い

107 渡辺　淳一 夜に忍びこむもの

108 渡辺　淳一 桜の樹の下で野分け

109 渡辺　淳一 風のように・返事のない電話

110 広見町教育委員会 広見の文化財

111 渡辺　淳一 失楽園（上）

112 渡辺　淳一 失楽園（下）

113 吉行　あぐり 梅桃が実るとき

114 妙木　浩之 父親崩壊

115 宮尾　登美子 クレオパトラ（上）

116 宮尾　登美子 クレオパトラ（下）

117 水上　勉 一休

118 手塚　治虫 ぼくのマンガ人生

119 小林　清之介 俳句上達談義

120 木谷　恭介 四国宇和島殺人事件

121 内館　牧子 妻の恋

122 黒沢　尚 ひざの痛みをとる本

123 俵　万智 チョコレート革命

124 林　真理子 強運な女になる

125 佐和　みずえ 花炎

126 ＡＭＥＣＨＡＲＡ かわいいカットイラスト事典

127
愛媛県川柳
文化連盟

愛媛県川柳史

128 浅田　次郎 珍妃の井戸

4 / 40 ページ



好藤公民館　図書一覧

№ 著者名 書名 出版社

129 浅田　次郎 莙穹の昴　上

130 浅田　次郎 莙穹の昴　下

131 落合　恵子 知的快適ブック　　だんだん「自分」になっていく

132 浅田　次郎 鉄道員（ぽっぽや）

133 桐生　操 本当は恐ろしいグリム童話

134 赤瀬川　源平 老人力

135 服部　まゆみ この闇と光

136 坂東　眞砂子 旅涯ての地

137 五木　寛之 生きるヒント　２

138 五木　寛之 生きるヒント　３

139 五木　寛之 生きるヒント　４

140 五木　寛之 生きるヒント　５

141 司馬　遼太郎 坂の上の雲　１

142 司馬　遼太郎 坂の上の雲　２

143 司馬　遼太郎 坂の上の雲　３

144 司馬　遼太郎 坂の上の雲　４

145 司馬　遼太郎 坂の上の雲　５

146 司馬　遼太郎 坂の上の雲　６

147
尼川　大録
長田　武正

樹木　１

148
尼川　大録
長田　武正

樹木　２

149 愛媛森林基金 えひめの木の由来

150 司馬　遼太郎 街道をゆく　４

151 司馬　遼太郎 街道をゆく　５

152 司馬　遼太郎 街道をゆく　６

153 司馬　遼太郎 街道をゆく　７

154 中沢　啓治 はだしのゲン　１

155 中沢　啓治 はだしのゲン　２

156 中沢　啓治 はだしのゲン　３

157 中沢　啓治 はだしのゲン　４

158 中沢　啓治 はだしのゲン　５

159 中沢　啓治 はだしのゲン　６

160 中沢　啓治 はだしのゲン　７
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№ 著者名 書名 出版社

161 中沢　啓治 はだしのゲン　８

162 中沢　啓治 はだしのゲン　９

163 中沢　啓治 はだしのゲン　１０

164 南城　多磨夫 むしろ旗異聞

165 岡本　文良 土のさむらい

166 大平　光代 だからあなたも生きぬいて

167 中村　修二 考える力、やり抜く力、私の方法

168 井上　美由紀 生きています１５歳

169 若松　進一 昇る夕日でまちづくり

170 バラバラベルクハン アタマにくる一言へのとっさの対応術

171 武内　元代 結び方全書

172 成美堂出版 イラスト・カット大事典

173 ＭＰＣ ファンシー・キャラクター８

174 柳　美里 命

175 江村　利雄 夫のかわりはおりまへん

176 ＪＫローリング ハリーポッターと賢者の石

177 ＪＫローリング ハリーポッターと秘密の部屋

178 ＪＫローリング ハリーポッターとアズカバンの囚人

179 月岡　俊之 身土不二の時代

180 農文協 人づくり風土記

181 農文協 清良記

182 農文協 農家業状筆録

183 大江　健三郎 自分の木の下で

184 柴田　武 常識として知っておきたい日本語

185 ＪＫローリング ハリーポッター　炎のコブレット　上

186 ＪＫローリング ハリーポッター　炎のコブレット　下

187 大西　伝一郎 目の見えない犬ダン

188 小暮　幹雄 ロープワーク

189 乙川　優三郎 生きる

190 カレン・レビン ハンナのかばん

191 ＭＰＣ スポーツイラスト

192 宮本　輝 胸の香り

6 / 40 ページ



好藤公民館　図書一覧

№ 著者名 書名 出版社

193 自由国民社 日常生活の法律全集

194 加藤　諦三 なぜこの人は自分のことしか考えないのか

195 宮崎　駿 もののけ姫　上

196 宮崎　駿 もののけ姫　下

197 宮崎　駿 千と千尋の神隠し

198 宮崎　駿 天空の城ラピュタ

199 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１
御宿かわせみ

200 平岩　弓枝
御宿かわせみ　２
江戸の子守唄

201 平岩　弓枝
御宿かわせみ　３
水郷から来た女

202 平岩　弓枝
御宿かわせみ　５
幽霊殺し

203 平岩　弓枝
御宿かわせみ　６
狐の嫁入り

204 平岩　弓枝
御宿かわせみ　７
酸漿は殺しの口笛

205 平岩　弓枝
御宿かわせみ　８
白萩屋敷の月

206 平岩　弓枝
御宿かわせみ　９
一両二分の女

207 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１０
閻魔まいり

208 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１１
二十六夜侍の殺人

209 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１２
夜鴉おきん

210 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１３
鬼の面

211 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１４
神かくし

212 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１５
恋文心中

213 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１６
八丁堀の湯屋

214 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１７
雨月

215 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１８
秘曲

216 平岩　弓枝
御宿かわせみ　１９
かくれんぼ

217 平岩　弓枝
御宿かわせみ　２０
お吉の茶碗

218 平岩　弓枝
御宿かわせみ　２１
犬張子の謎

219 平岩　弓枝
御宿かわせみ　２２
清姫おりょう

220 平岩　弓枝
御宿かわせみ　２３
源太郎の初恋

221 平岩　弓枝
御宿かわせみ　２４
春の高瀬舟

222 平岩　弓枝
御宿かわせみ　２５
宝船まつり

223 平岩　弓枝
御宿かわせみ　２６
長助の女房

224
内田　丸州男・寺内　浩・
川岡　勉・矢野　達雄

愛媛県の歴史
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225 宮崎　駿 猫の恩返し

226 養老　孟司 バカの壁

227 原　ゆたか かいけつゾロリとなぞのまほう少女

228 宮部　みゆき 誰か

229 五木　寛之 みみずくの夜メール

230 内田　康夫 化生の海

231 片山　恭一 空のレンズ

232 片山　恭一 満月の夜　モビィ・ディックガ

233 片山　恭一 きみの知らないところで世界は動く

234 片山　恭一 世界の中心で愛をさけぶ

235 熊谷　達也 邂逅の森

236 落合　信彦 太陽の馬　（上）

237 落合　信彦 太陽の馬　（下）

238 ＪＫローリング ハリーポッターと不死鳥の騎士団（上）

239 ＪＫローリング ハリーポッターと不死鳥の騎士団（下）

240 宮崎　駿 ハウルの動く城

241 全国学校図書館協議会 はじめての伝記１０１人

242 森京　詞姫 花子さんがきた！！

243 森京　詞姫 花子さんがきた！！　２

244 ＹＯＳＨＩ 恋バナ　赤

245 ＹＯＳＨＩ 恋バナ　青

246 ＰＨＰ研究所 元気が出るちょっといい話

247 サルヂエ　Ｖｏｌ．５

248 ＪＫローリング ハリーポッター　謎のプリンス　上

249 ＪＫローリング ハリーポッター　謎のプリンス　下

250 今井　登茂子 「返事美人」の日本語レッスン

251 飯倉　晴武 日本人のしきたり

252 平山　夢明 独白するユニバーサル横メルカトル

253
「菊沢尋吉」遺作展世話人
会

菊沢尋吉　版画集

254 広見町 広見町誌

255 広見町 広見町誌　続編

256 愛媛県 瀬戸内の島々の生活文化
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257 愛媛県 宇和海と生活文化

258 三間町教育委員会 三間のむかしばなし

259 城川町教育委員会 城川のむかし話

260 西村　京太郎 松山・道後十七文字の殺人

261 浅田　次郎 憑神

262 浅田　次郎 輪違屋糸里（下）

263 浅田　次郎 輪違屋糸里（上）

264 田村　裕 ホームレス中学生

265 洞口　依子 子宮会議

266 早見　裕司 となりのウチナーンチュ

267 ヤコブ・ヴェゲリウス 曲芸師ハリドン

268 井上　荒野 切羽へ

269 ＪＫローリング ハリーポッター　死の秘宝　上

270 ＪＫローリング ハリーポッター　死の秘宝　下

271 岩崎　啓子 冷凍保存　節約レシピ

272 川上　文代 イチバン親切な　お菓子の教科書

273 ＧＡＫＫＥＮ 上沼恵美子のおしゃべりクッキング　健康レシピ３０３品

274 爆笑問題 大恐慌時代

275 ＪＫローリング ハリーポッターと謎のプリンス　上

276 ＪＫローリング ハリーポッターと謎のプリンス　下

277
原作：ウィーダ
文：小山　眞弓

世界名作劇場　フランダースの犬

278
原作：ルーシー・モード・
モンゴメリ

世界名作劇場　赤毛のアン

279
原作：エドモンド・デ・ア
ミーチス

世界名作劇場　母をたずねて三千里

280
原作：スターリング・ノー
ス

世界名作劇場　あらいぐまラスカル

281
原作：リザ・テツナー
文：小山　眞弓

世界名作劇場　ロミオの青い空

282 瀬戸内　寂聴 遺したい言葉

283 青山　七恵 ひとり日和

284 山崎　豊子 沈まぬ太陽（三） 新潮社

285 山崎　豊子 沈まぬ太陽（四） 新潮社

286 山崎　豊子 沈まぬ太陽（五） 新潮社

287 星野　富弘 花の詩画集　種蒔きもせず 偕成社

288 川北　義則 みっともない老い方 PHP研究所
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好藤公民館　図書一覧

№ 著者名 書名 出版社

289 柴田　トヨ くじけないで 飛鳥新社

290 曽野　綾子 老いの才覚 KKベストセラーズ

291 ＮＨＫテレビテキスト きょうの料理　２０１１年７月号 NHK出版

292 平岩　弓枝
御宿かわせみ　３３
小判商人

文藝春秋

293 平岩　弓枝
新・御宿かわせみ　１
新・御宿かわせみ

文藝春秋

294 五木　寛之 親鸞　上 講談社

295 五木　寛之 親鸞　下 講談社

296 東野　圭吾 ナミヤ雑貨店の奇蹟 角川書店

297 白川　密成 ボクは坊さん ミシマ社

298 渡辺　和子 置かれた場所で咲きなさい 幻冬舎

299 浅利　妙峰 魔法の糀レシピ 講談社

300 辻　政信 潜行　三千里 毎日ワンズ

301 嶋田　耕一 連合艦隊司令長官　東郷平八郎 毎日ワンズ

302 平岩　弓枝
御宿かわせみ　３０
鬼女の花摘み

文藝春秋

303 平岩　弓枝
御宿かわせみ　３１
江戸の精霊流し

文藝春秋

304 平岩　弓枝
御宿かわせみ　３２
十三歳の仲人

文藝春秋

305 平岩　弓枝
御宿かわせみ　３４
浮かれ黄蝶

文藝春秋

306 伊藤　剛 東西医学の専門医がやさしく教える即効１００ツボ 高橋書店

307 畠中　恵 ひなこまち 新潮社

308 東野　圭吾 真夏の方程式 文藝春秋

309 東野　圭吾 マスカレード・ホテル 集英社

310 平岩　弓枝
新・御宿かわせみ　２
華族夫人の忘れもの

文藝春秋

311 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１
陽炎ノ辻

双葉社

312 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　２
寒雷ノ坂

双葉社

313 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　３
花芒ノ海

双葉社

314 児玉　清 すべては今日から 新潮社

315 葉室　麟 散り椿 角川書店

316 東野　圭吾 虚像の道化師　ガリレオ７ 文藝春秋

317 五木　寛之 新・幸福論 ポプラ社

318 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１ 集英社

319 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２ 集英社

320 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３ 集英社
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好藤公民館　図書一覧

№ 著者名 書名 出版社

321 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４ 集英社

322 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５ 集英社

323 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６ 集英社

324 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７ 集英社

325 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８ 集英社

326 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　９ 集英社

327 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１０ 集英社

328 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１１ 集英社

329 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１２ 集英社

330 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１３ 集英社

331 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１４ 集英社

332 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１５ 集英社

333 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１６ 集英社

334 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１７ 集英社

335 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１８ 集英社

336 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１９ 集英社

337 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２０ 集英社

338 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２１ 集英社

339 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２２ 集英社

340 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２３ 集英社

341 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２４ 集英社

342 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２５ 集英社

343 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２６ 集英社

344 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２７ 集英社

345 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２８ 集英社

346 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　２９ 集英社

347 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３０ 集英社

348 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３１ 集英社

349 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３２ 集英社

350 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３３ 集英社

351 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３４ 集英社

352 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３５ 集英社
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好藤公民館　図書一覧

№ 著者名 書名 出版社

353 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３６ 集英社

354 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３７ 集英社

355 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３８ 集英社

356 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３９ 集英社

357 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４０ 集英社

358 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４１ 集英社

359 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４２ 集英社

360 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４３ 集英社

361 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４４ 集英社

362 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４５ 集英社

363 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４６ 集英社

364 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４７ 集英社

365 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４８ 集英社

366 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　４９ 集英社

367 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５０ 集英社

368 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５１ 集英社

369 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５２ 集英社

370 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５３ 集英社

371 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５４ 集英社

372 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５５ 集英社

373 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５６ 集英社

374 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５７ 集英社

375 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５８ 集英社

376 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　５９ 集英社

377 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６０ 集英社

378 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６１ 集英社

379 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６２ 集英社

380 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６３ 集英社

381 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６４ 集英社

382 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６５ 集英社

383 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６６ 集英社

384 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６７ 集英社
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好藤公民館　図書一覧

№ 著者名 書名 出版社

385 正岡　かおる 天涯の船　上 新潮社

386 正岡　かおる 天涯の船　下 新潮社

387 百田　尚樹 海賊とよばれた男　上 講談社

388 百田　尚樹 海賊とよばれた男　下 講談社

389 木村　耕一 こころの道 １万年堂出版

390 百田　尚樹 永遠の０ 講談社

391 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　５
龍天ノ門

双葉社

392 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　６
雨降ノ山

双葉社

393 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　８
朔風ノ岸

双葉社

394 東野　圭吾 予知夢 文藝春秋

395 東野　圭吾 聖女の救済 文藝春秋

396 東野　圭吾 容疑者Ⅹの献身 文藝春秋

397 東野　圭吾 ガリレオの苦悩 文藝春秋

398 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　７
狐火ノ杜

双葉社

399
柳田　邦男
香山　リカ

シンプルに生きる。 清流出版

400 葉室　麟 蛍草 双葉社

401 東野　圭吾 麒麟の翼 講談社

402 阿川　佐和子 聞く力 文藝春秋

403 五木　寛之 選ぶ力 文藝春秋

404 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１２
探梅ノ家

双葉社

405 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１０
朝虹ノ島

双葉社

406 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１１
無月ノ橋

双葉社

407 水野　敬也 夢をかなえるゾウ２　ガネーシャと貧乏神 飛鳥新社

408
アストリック・リンドグ
リーン

長くつ下のピッピ 岩波少年文庫

409 フィリパ・ピアス トムは真夜中の庭で 岩波少年文庫

410
柴田　愛子
伊藤　秀男

けんかのきもち ポプラ社

411 宮部　みゆき ソロモンの偽証　第１部　事件 新潮社

412 宮部　みゆき ソロモンの偽証　第２部　決意 新潮社

413 宮部　みゆき ソロモンの偽証　第３部　法廷 新潮社

414 岡野　雄一 ペコロスの母に会いに行く 西日本新聞社

415 鎌田　和宏 くふうの図鑑 小学館

416 植西　聡 小さなことにクヨクヨしなくなる１００の言葉 成美文庫
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417 平岩　弓枝
新・御宿かわせみ　３
花世の立春

文藝春秋

418 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１２
探梅ノ家

双葉社

419 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１３
残花ノ庭

双葉社

420 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１４
夏燕ノ道

双葉社

421 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１５
驟雨ノ町

双葉社

422 百田　尚樹 プリズム 幻冬舎

423 村上　春樹 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 文藝春秋

424 村山　由佳 天翔る 講談社

425 葉室　麟 秋月記 角川書店

426 葉室　麟 いのちなりけり 文藝春秋

427 東野　圭吾 変身 講談社

428 東野　圭吾 秘密 文藝春秋

429
原作：青木　和雄
吉富　多美

ハードル　１ 金の星社

430
原作：青木　和雄
吉富　多美

ハードル　２ 金の星社

431
原作：青木　和雄
吉富　多美

ハードル　３ 金の星社

432
原作：青木　和雄
吉富　多美

ハードル　４ 金の星社

433 北方　謙三 望郷の道（上） 幻冬舎

434 北方　謙三 望郷の道（下） 幻冬舎

435 小山　宙哉 宇宙兄弟　１ 講談社

436 小山　宙哉 宇宙兄弟　２ 講談社

437 小山　宙哉 宇宙兄弟　３ 講談社

438 小山　宙哉 宇宙兄弟　４ 講談社

439 小山　宙哉 宇宙兄弟　５ 講談社

440 小山　宙哉 宇宙兄弟　６ 講談社

441 小山　宙哉 宇宙兄弟　７ 講談社

442 小山　宙哉 宇宙兄弟　８ 講談社

443 小山　宙哉 宇宙兄弟　９ 講談社

444 小山　宙哉 宇宙兄弟　１０ 講談社

445 小山　宙哉 宇宙兄弟　１１ 講談社

446 小山　宙哉 宇宙兄弟　１２ 講談社

447 小山　宙哉 宇宙兄弟　１３ 講談社

448 小山　宙哉 宇宙兄弟　１４ 講談社
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449 小山　宙哉 宇宙兄弟　１５ 講談社

450 小山　宙哉 宇宙兄弟　１６ 講談社

451 小山　宙哉 宇宙兄弟　１７ 講談社

452 小山　宙哉 宇宙兄弟　１８ 講談社

453 小山　宙哉 宇宙兄弟　１９ 講談社

454 小山　宙哉 宇宙兄弟　２０ 講談社

455 姜　尚中 心 集英社

456 周東　寛 ６０歳からはじめる認知症にならない超簡単脳にいいこと コスモ21

457 周東　寛
寝たきりにならないテレビ観ながらゴロ寝しながら無理な
く筋力づくり

コスモ21

458 中村　航 １００回泣くこと 小学館

459 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１６
蛍火の宿

双葉社

460 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１７
紅椿ノ谷

双葉社

461 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１８
捨雛ノ川

双葉社

462 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　１９
梅雨ノ蝶

双葉社

463 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　２０
野分ノ灘

双葉社

464 大田川　茂樹 小野田さんに学ぶ「親子で楽しむキャンプ術」 舵社

465 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　２１
鯖雲ノ白

双葉社

466 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　２２
荒海ノ津

双葉社

467 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　２３
万両ノ雪

双葉社

468 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　２４
朧夜ノ桜

双葉社

469 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　２５
白桐ノ夢

双葉社

470 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６８ 集英社

471 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　６９ 集英社

472 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７０ 集英社

473 小山　宙哉 宇宙兄弟　２１ 講談社

474 湊　かなえ 望郷 文藝春秋

475 岸　惠子 わりなき恋 幻冬舎

476 朝井　リョウ 何者 新潮社

477 桜木　紫乃 ホテルローヤル 集英社

478 鹿島田　真希 冥土めぐり 河出書房新社

479 藤野　可織 爪と目 新潮社

480 山口　花 犬から聞いた素敵な話 東邦出版
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481 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７１ 集英社

482 小山　宙哉 宇宙兄弟　２２ 講談社

483 百田　尚樹 幸福な生活 祥伝社

484 池井戸　潤 オレたち花のバブル組 文藝春秋

485 池井戸　潤 オレたちバブル入行組 文藝春秋

486 池井戸　潤 ロスジェネの逆襲 ダイヤモンド社

487 深谷　圭助 ことわざ四字熟語新辞典 受験研究者

488 小林　克己 死ぬまでに絶対行きたい　世界の旅 PHP研究所

489 ショーン・タン アライバル 河出書房新社

490
ティム・イーガン
まえざわあきえ

ピンクのれいぞうこ
ひさかたチャイル
ド

491
くすのきしげのり
森谷　明子

あたたかい木 佼成出版社

492 宮崎　駿 風立ちぬ 徳間書店

493
ニコラス・オールドランド
落合　恵子

ハグくまさん クレヨンハウス

494 井川　意高 溶ける 双葉社

495 竹田　恒泰 日本人はいつ日本が好きになったのか 図書印刷

496 佐伯　泰英 うぶすな参り 角川春樹事務所

497 宮部　みゆき 龍は眠る 新潮社

498 宮部　みゆき 英雄の書（上） 新潮社

499 宮部　みゆき 英雄の書（下） 新潮社

500 百田　尚樹 夢を売る男 太田出版

501 辺見　じゅん 収容所（ラーゲリ）から来た遺書 文藝春秋

502 中村　文則 去年の冬、きみと別れ 幻冬舎

503 浅田　次郎 一路（上） 中央公論新社

504 浅田　次郎 一路（下） 中央公論新社

505 中村　文則 掏模（スリ） 河出書房新社

506 宮部　みゆき ペテロの葬列 集英社

507
鬼木　豊（監修）
槙　孝子（著）

長生きしたけりゃ　ふくらはぎをもみなさい アスコム

508 岩城　けい さよなら、オレンジ 筑摩書房

509 梶永　正史 警視庁捜査二課・郷間彩香　特命指揮官 宝島社

510 葉室　麟 潮鳴り 祥伝社

511 長岡　弘樹 教場 小学館

512 デイヴィッド・ゴードン 二流小説家 早川書房
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513 桐野　夏生 優しいおとな 中央公論新社

514 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７２ 集英社

515 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７３ 集英社

516 くさか　里樹 ヘルプマン　１ 講談社

517 くさか　里樹 ヘルプマン　２ 講談社

518 くさか　里樹 ヘルプマン　３ 講談社

519 くさか　里樹 ヘルプマン　４ 講談社

520 くさか　里樹 ヘルプマン　５ 講談社

521 くさか　里樹 ヘルプマン　６ 講談社

522 くさか　里樹 ヘルプマン　７ 講談社

523 くさか　里樹 ヘルプマン　８ 講談社

524 くさか　里樹 ヘルプマン　９ 講談社

525 くさか　里樹 ヘルプマン　１０ 講談社

526 くさか　里樹 ヘルプマン　１１ 講談社

527 くさか　里樹 ヘルプマン　１２ 講談社

528 くさか　里樹 ヘルプマン　１３ 講談社

529 くさか　里樹 ヘルプマン　１４ 講談社

530 くさか　里樹 ヘルプマン　１５ 講談社

531 くさか　里樹 ヘルプマン　１６ 講談社

532 くさか　里樹 ヘルプマン　１７ 講談社

533 くさか　里樹 ヘルプマン　１８ 講談社

534 くさか　里樹 ヘルプマン　２０ 講談社

535 くさか　里樹 ヘルプマン　１９ 講談社

536 くさか　里樹 ヘルプマン　２１ 講談社

537 くさか　里樹 ヘルプマン　２２ 講談社

538 くさか　里樹 ヘルプマン　２３ 講談社

539 くさか　里樹 ヘルプマン　２４ 講談社

540 くさか　里樹 ヘルプマン　２５ 講談社

541 清水　徹 忘却のための記録 ハート出版

542 村上　春樹 女のいない男たち 文藝春秋

543 和田　竜 村上海賊の娘　下巻 新潮社

544 和田　竜 村上海賊の娘　上巻 新潮社
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545 小山　宙哉 宇宙兄弟　２３ 講談社

546 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７４ 集英社

547 木皿　泉 昨夜のカレー、明日のパン 河出書房新社

548 万城目　学 とっぴんぱらりの風太郎 文藝春秋

549 竹地　里加子 世界の絶景８８
ＪＴＢパブリッシ
ング

550 小田　扉 団地　ともお　１ 小学館

551 小田　扉 団地　ともお　２ 小学館

552 小田　扉 団地　ともお　３ 小学館

553 小田　扉 団地　ともお　４ 小学館

554 小田　扉 団地　ともお　５ 小学館

555 小田　扉 団地　ともお　６ 小学館

556 小田　扉 団地　ともお　７ 小学館

557 小田　扉 団地　ともお　８ 小学館

558 小田　扉 団地　ともお　９ 小学館

559 小田　扉 団地　ともお　１０ 小学館

560 小田　扉 団地　ともお　１１ 小学館

561 小田　扉 団地　ともお　１２ 小学館

562 小田　扉 団地　ともお　１３ 小学館

563 小田　扉 団地　ともお　１４ 小学館

564 小田　扉 団地　ともお　１５ 小学館

565 小田　扉 団地　ともお　１６ 小学館

566 小田　扉 団地　ともお　１７ 小学館

567 小田　扉 団地　ともお　１８ 小学館

568 小田　扉 団地　ともお　１９ 小学館

569 小田　扉 団地　ともお　２０ 小学館

570 小田　扉 団地　ともお　２１ 小学館

571 小田　扉 団地　ともお　２２ 小学館

572 小田　扉 団地　ともお　２３ 小学館

573 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　４６
弓張ノ月

双葉社

574 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　４４
湯島ノ罠

双葉社

575 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　４５
空蝉ノ念

双葉社

576 萩原　浩 二千七百の夏と冬　上 双葉社
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577 萩原　浩 二千七百の夏と冬　下 双葉社

578 東野　圭吾 虚ろな十字架 光文社

579
ウ゛ァディ・ラトナー
訳　市川恵里

バニヤンの木陰で 河出書房新社

580 小学館クリエイティブ ぜんぶわかる世界遺産　下 成美堂出版

581 小学館クリエイティブ ぜんぶわかる世界遺産　上 成美堂出版

582 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７５ 集英社

583 宮部　みゆき 荒神 朝日新聞出版

584
ジョージＧロビンソン
米林　宏昌

思い出のマーニー 徳間書店

585 ディズニー アナと雪の女王 角川書店

586 紡木　たく ホットロード　１ 集英社

587 紡木　たく ホットロード　２ 集英社

588 梨木　香歩 西の魔女が死んだ 新潮社

589 小山　宙哉 宇宙兄弟　２４ 講談社

590 百田　尚樹 フォルトゥナの瞳 新潮社

591 白熊　繁一 家族を紡いで 天理教道友社

592 村上　雅子他 おでかけガイド四国
アイクコーポレー
ション

593 東野　圭吾 新参者 講談社

594 五十嵐　貴久 パパとムスメの７日間 幻冬舎

595 河原　れん 瞬 幻冬舎

596 斉藤　里恵 筆談ホステス 光文社

597 万城目　学 鴨川ホルモー 産業編集センター

598 三浦　綾子 氷点 朝日新聞出版

599 奥田　英朗 ガール 講談社

600 さくら　剛 三国志男
サンクチュアリ出
版

601 大庭　宗一 明日への一言。２ 梓書院

602 大庭　宗一 明日への一言。６ 梓書院

603 大庭　宗一 明日への一言。４ 梓書院

604 大庭　宗一 明日への一言。５ 梓書院

605 水野　敬也 夢をかなえるゾウ　３　ブラックガネーシャの教え 飛鳥新社

606 葉室　麟 風花帖 朝日新聞出版

607 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　４７
失意ノ方

双葉社

608 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　４８
白鶴ノ紅

双葉社
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609 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７６ 集英社

610 米澤　穂信 満願 新潮社

611 湊　かなえ 絶唱 新潮社

612 伊集院　静 無頼のススメ 新潮社

613 昭文社編集部 旅行　なんでもランキング 昭文社

614 くさか　里樹 ヘルプマン　２６ 講談社

615 くさか　里樹 ヘルプマン　２７ 講談社

616 天童　荒太 悼む人 文藝春秋

617 片田　珠美 他人を攻撃せずにはいられない人 PHP研究所

618 小山　宙哉 宇宙兄弟　２５ 講談社

619 西　加奈子 サラバ！　上 小学館

620 西　加奈子 サラバ！　下 小学館

621 小田　扉 団地　ともお　２４ 小学館

622 ヨナス・ヨナソン 窓から逃げた　１００歳老人 西村書店

623 沢村　浩輔 夜の床屋 東京創元社

624 角　謙二 歩くお遍路ＢＯＯＫ 枻ｴｲ出版社

625
ジェニファー・Ｌ・スコッ
ト

フランス人は１０着しか服を持たない 大和書房

626 フララ・ユスフザイ
マララ
教育のために立ち上がり世界を変えた少女

岩崎書店

627
パーマ・カルチャー・セン
ター・ジャパン

パーマカルチャー
自給自足の農的暮らし

創森社

628 さだ　まさし 風に立つライオン 幻冬舎

629 原田　実 江戸しぐさの正体 星海社

630 ＮＡＴＲＯＭ 「ニセ医学」に騙されないために メタモル

631 五木　寛之 養生のヒント KADOKAWA

632 瀧森　古都 悲しみの底で猫が教えてくれたこと
ＳＢクリエイティ
ブ

633 宮部　みゆき 過ぎ去りし王国の城 KADOKAWA

634 柏木　博 日記で読む文豪の部屋 白水社

635 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７７ 集英社

636
ヨーコ・カワシマ・ワトキ
ンズ

竹林はるか遠く ハート出版

637
ヨーコ・カワシマ・ワトキ
ンズ

続・竹林はるか遠く ハート出版

638 姫野　カオルコ 近所の犬 幻冬舎

639 上橋　菜穂子 鹿の王　上　生き残った者 角川書店

640 上橋　菜穂子 鹿の王　下　還って行く者 角川書店
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641 東野　圭吾 ラプラスの魔女 角川書店

642 下重　暁子 家族という病 幻冬舎新書

643 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７８ 集英社

644 宮崎　香予 四万十住人のスピードうちごはん GaKKen

645 曽野　綾子 流される美学 興陽館

646 又吉　直樹 火花 文藝春秋

647 五木　寛之 ゆるやかな生き方 実業之日本社

648 西村　京太郎 十津川警部　哀しみの吾妻線 祥伝社

649 西村　京太郎 十津川警部　裏切りの駅 祥伝社

650 西村　京太郎 十津川警部　悪女 祥伝社

651 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　７９ 集英社

652 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　４９
意次ノ妄

双葉社

653 貫井　徳郎 我が心の底の光 双葉社

654 東山　彰良 流 講談社

655 ＮＨＫ取材班 老後破産　長寿という悪夢 新潮社

656 松谷　みよ子 かあちゃんの本　いいおかお 童心社

657 松谷　みよ子 かあちゃんの本　もうねんね 童心社

658 松谷　みよ子 かあちゃんの本　いないいないばあ 童心社

659 住野　よる 君の膵臓をたべたい 双葉社

660 渡辺　和子 幸せはあなたの心が決める PHP

661 近藤　麻理恵 人生がときめく片づけの魔法２ サンマーク出版

662 湊　かなえ 山女日記 幻冬舎

663 東野　圭吾 人魚の眠る家 幻冬舎

664 瀬戸内　寂聴 死に支度 講談社

665 米澤　穂信 王とサーカス 東京創元社

666 白臼　新 イヌを長生きさせる５０の秘訣 SB Greative

667 加藤　由子 ネコを長生きさせる５０の秘訣 SB Greative

668 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８０ 集英社

669 乾　くるみ イニシエーション・ラブ 文春文庫

670 乾　くるみ セカンド・ラブ 文春文庫

671 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　５１
旅立ノ朝

双葉社

672 小山　宙哉 宇宙兄弟　２６ 講談社
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673 小山　宙哉 宇宙兄弟　２７ 講談社

674 湊　かなえ ユートピア 集英社

675 白井　明大 日本の七十二候を楽しむ　　－旧暦のある暮らし‐ 東邦出版

676 瀬戸内　和美 日本の知恵ぐすりを暮らしに―身近な食材でからだ調うー 東邦出版

677 高橋　こうじ 日本の大和言葉を美しく話す―こころが通じる和の表現－ 東邦出版

678 冨野　康日己 高血圧の基本の食事 学研

679 苅野　直子 腎臓病の基本の食事 学研

680 佐伯　泰英
居眠り磐音　江戸双紙　５０
竹屋ノ渡

双葉社

681 西　加奈子 まく子 福音館書店

682 いわむら　かずお １４ひきのあさごはん 童心社

683 ゴムドリ・韓賢東 ナイトサッファリのサバイバル１ 朝日新聞出版

684 ゴムドリ・韓賢東 人体のサバイバル１ 朝日新聞出版

685 ゴムドリ・韓賢東 深海のサバイバル 朝日新聞出版

686 平岩　弓枝
新・御宿かわせみ　６
お伊勢まいり

文藝春秋

687 永井　紗耶子 広岡浅子という生き方 洋泉社

688 長尾　和宏 ボケた家族の愛し方 高橋書店

689 本谷　有希子 イママン 駒草出版

690 本谷　有希子 異類婚姻譚 講談社

691 青山　文平 つまをめとらば 文藝春秋

692 東野　圭吾 夢幻花 PHP文芸文庫

693 松村　涼哉 ただそれだけでよかったんです 電撃文庫

694 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８１ 集英社

695 小山　宙哉 宇宙兄弟　２８ 講談社

696 全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳　誕生日ローソク吹いて立ちくらみ ポプラ社

697 全国有料老人ホーム協会
シルバー川柳　２　「アーンして」むかしラブラブいま介
護

ポプラ社

698 宮下　奈都 羊と鋼の森 文藝春秋

699 ＪＣマクローリン イヌ　どのようにして人間の友になったか 講談社

700 朝倉　かすみ たそがれどきにみつけたもの 講談社

701 高橋　敏 大阪城落城異聞 岩波書店

702 監修　近藤　二郎
世界の歴史１
先史時代と古代オリエント

学研まんが

703 監修　近藤　二郎
世界の歴史２
ギリシア・ローマと地中海世界

学研まんが

704 監修　近藤　二郎
世界の歴史３
アジアの古代文明と東アジア世界の成立

学研まんが
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705 監修　近藤　二郎
世界の歴史４
イスラーム世界とヨーロッパ世界の成立

学研まんが

706 監修　近藤　二郎
世界の歴史５
十字軍とモンゴル帝国

学研まんが

707 監修　近藤　二郎
世界の歴史６
ルネサンスと大航海時代

学研まんが

708 監修　近藤　二郎
世界の歴史７
フランス革命と産業革命

学研まんが

709 監修　近藤　二郎
世界の歴史８
アメリカ独立と南北戦争

学研まんが

710 監修　近藤　二郎
世界の歴史９
列強の世界植民地とアジアの民族運動

学研まんが

711 監修　近藤　二郎
世界の歴史１０
第１次世界大戦とロシア革命

学研まんが

712 監修　近藤　二郎
世界の歴史１１
世界恐慌と第２次世界大戦

学研まんが

713 監修　近藤　二郎
世界の歴史１２
冷戦と冷戦後の世界

学研まんが

714 Ｌ．Ｍモンゴメリ 赤毛のアン 学研まんが

715 Ｍ．トウェイン トムソーヤの冒険 学研まんが

716 Ｆ．Ｈバーネット 小公女 学研まんが

717 Ｊ．シュピリ アルプスの少女ハイジ 学研まんが

718 ウィーダ フランダースの犬 学研まんが

719 呉　承恩 西遊記 学研まんが

720 Ｈ．アンデルセン アンデルセン童話 学研まんが

721 Ａリンドグレーン 長くつしたのピッピ 学研まんが

722 Ｈ．ロフティング ドリトル先生物語 学研まんが

723 Ｐ．トラグァース メアリー・ポピンズ 学研まんが

724 横山　秀夫 ６４（ロクヨン）　上 文春文庫

725 横山　秀夫 ６４（ロクヨン）　下 文春文庫

726 横山　秀夫 陰の季節 文春文庫

727 新海　誠 小説　君の名は。 角川文庫

728 東野　圭吾 祈りの幕が下りるとき 講談社

729 小澤　竹俊 今日が人生最後の日だと思っていきなさい アスコム

730 川上　未映子 あこがれ 新潮社

731 萩原　浩 海の見える理髪店 集英社

732 村田　沙耶香 コンビニ人間 文藝春秋

733 全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳　４　あの世より近い気がする宇宙行き ポプラ社

734 全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳　５　確かめるむかし愛情いま寝息 ポプラ社

735 全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳　６　断捨離でうっかり夫捨てそうに ポプラ社

736 天久　聖一 挫折を経て、猫は丸くなった。 新潮社
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737 汐文社 錯覚体験！！３Ｄトリックアート　１ 汐文社

738 汐文社 錯覚体験！！３Ｄトリックアート　２ 汐文社

739 汐文社 錯覚体験！！３Ｄトリックアート　３ 汐文社

740 汐文社 朝日ジュニア学習年鑑２０１６ 汐文社

741 おくやま　ひさし 町の木公園の木図鑑－春夏 大日本図書

742 おくやま　ひさし 町の木公園の木図鑑－秋冬 大日本図書

743 東野　圭吾 雪煙チェイス 実業之日本社文庫

744 ＴＯブックス編集部 猫が泣くとき TO文庫

745 みやぎシルバーネット 笑いあり、しみじみあり　シルバー川柳 河出書房新社

746 恩田　陸 蜜蜂と遠雷 幻冬舎

747 高村　薫 土の記　上 新潮社

748 高村　薫 土の記　下 新潮社

749 塩田　武士 罪の声 講談社

750 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８２ 集英社

751 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８３ 集英社

752 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８４ 集英社

753 小山　宙哉 宇宙兄弟　２９ 講談社

754 小山　宙哉 宇宙兄弟　３０ 講談社

755 有川　浩
図書館戦争シリーズ　１
図書館戦争

角川文庫

756 有川　浩
図書館戦争シリーズ　２
図書館内乱

角川文庫

757 有川　浩
図書館戦争シリーズ　３
図書館危機

角川文庫

758 有川　浩
図書館戦争シリーズ　４
図書館革命

角川文庫

759 有川　浩
図書館戦争シリーズ　５
別冊　図書館戦争Ⅰ

角川文庫

760 有川　浩
図書館戦争シリーズ　６
別冊　図書館戦争Ⅱ

角川文庫

761 湊　かなえ 夜行観覧車 双葉文庫

762 湊　かなえ 少女 双葉文庫

763 東野　圭吾 疾風ロンド 実業之日本社文庫

764 池井戸　潤 下町ロケット 小学館文庫

765 有川　浩 旅猫リポート 講談社文庫

766 七月　隆文 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 宝島社文庫

767 小川　洋子 博士の愛した数式 新潮文庫

768 宮部　みゆき 火車 新潮文庫
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769 宮部　みゆき 刑事の子 光文社文庫

770 湊　かなえ Ｎのために 双葉文庫

771 湊　かなえ 贖罪 双葉文庫

772 宮部　みゆき 三鬼　三島屋変調百物語
日本経済新聞出版
社

773 東野　圭吾 恋のゴンドラ 実業之日本社

774 百田　尚樹 カエルの楽園 新潮社

775 マン・アニメーションズ ひつじのショーンをさがせ 宝島社

776 にしもと　よう うまれてきてくれてありがとう 童心社

777 みやぎシルバーネット 笑いあり、しみじみあり　シルバー川柳　元気百倍編 河出書房新社

778 みやぎシルバーネット 笑いあり、しみじみあり　シルバー川柳　一笑青春編 河出書房新社

779 又吉　直樹 劇場 新潮社

780 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８５ 集英社

781 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８６ 集英社

782 安藤　英 ワンピースパーティー　３
ジャンプコミック
ス

783 呉座　勇一 応仁の乱 中公新書

784 早見　和真 イノセント・デイズ 新潮文庫

785 三浦　しをん 天国旅行 新潮文庫

786 森見　登美彦 夜行 小学館文庫

787 カート・ヴォネガット 国のない男 中公新書

788 Ｒ・Ｓガネット エルマーのぼうけん 福音館書店

789 Ｒ・Ｓガネット エルマーのりゅう 福音館書店

790 Ｒ・Ｓガネット エルマーと１６ぴきのりゅう 福音館書店

791 Ｇ・Ｋ・チェスタント ブラウン神父の童心 創元推理

792 内澤　旬子 捨てる女 朝日文庫

793 佐久間　健一 体感リセットダイエット サンマーク出版

794 崎田　ミナ ずぼらヨガ 飛鳥新社

795 高野　和明 １３階段 講談社

796 沼田　真佑 影裏（えいり） 文藝春秋

797 Ｌ・キャロル：作 ふしぎの国のアリス ポプラ社

798 Ｊ・ベルヌ：作 十五少年漂流記 ポプラ社

799 Ｌ・Ｍ・オルコット：作 若草物語 ポプラ社

800 Ｊ・Ｈファーブル：作 ファーブル昆虫記 ポプラ社
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801 グリム兄弟：作 グリム童話 ポプラ社

802 Ｌ・Ｆ・ボーム：作 オズの魔法使い ポプラ社

803 Ｆ・Ｈ・バーネット：作 ひみつの花園 ポプラ社

804 Ｊ・ウエブスター：作 あしながおじさん ポプラ社

805 イソップ：作 イソップ物語 ポプラ社

806 Ｅ・ケストナー：作 飛ぶ教室 ポプラ社

807 加藤　雅彦 ほんとによく効くリンパストレッチダイエット 日本文芸社

808 全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳　７　寝坊して雨戸開ければ人だかり ポプラ社

809 カズオ・イシグロ 日の名残り 早川書房

810 カズオ・イシグロ わたしを離さないで 早川書房

811
是枝　裕和
佐野　晶

三度目の殺人 宝島社文庫

812 住野　よる か「」く「」し「」ご「」と「 新聞社

813 宮部　みゆき この世の春　上 新聞社

814 宮部　みゆき この世の春　下 新聞社

815 ｎｏｚｏｍｉ つくおき 光文社

816 新宮　文明 親子で遊べる楽しい！おりがみ 高橋新書

817 サトシン羽尻利門 ごめんなさい ポプラ社

818 トレイ・キング ミニオンズ　さがして！みつけて！ 小学館

819 西　加奈子 ｉ　アイ ポプラ社

820 ビート　たけし 愛でもくらえ 祥伝社

821 湊　かなえ 豆の上で眠る 新潮文庫

822 東野　圭吾 禁断の魔術 文芸春秋

823 東野　圭吾 片想い 文芸春秋

824 東野　圭吾 素敵な日本人 文芸春秋

825 東野　圭吾 マスカ―レード・ナイト 文芸春秋

826 本間　正夫 いちばんたのしい！なぞなぞ大辞典 高橋新書

827 間所　ひさこ ３つのとんち 学研プラス

828 早野　美智代 ３びきのおばけ 学研プラス

829 間所　ひさこ ３つのまほう 学研プラス

830
アードマン・アニメーショ
ンズ

ひつじのショーンをさがせ　日本にやってきたＤＸ 宝島社

831 トレイ・キング 怪盗グルーのミニオン大脱走　さがして！みつけて！ 小学館

832 原　ゆたか かいけつゾロリのまほうつかいのでし ポプラ社
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833 原　ゆたか かいけつゾロリのきょうふのやかた ポプラ社

834 松井　薫 ５秒腹筋　劇的腹やせトレーニング 西東社

835 筒井　康隆 虚人たち 中央公論社

836 恩田　陸 夜のピクニック 新潮社

837 有川　浩 県庁おもてなし課 角川書店

838 有川　浩 ラブコメ今昔 角川書店

839 カズオ・イシグロ 遠い山なみの光 早川書房

840 カズオ・イシグロ 浮世の画家 早川書房

841 カズオ・イシグロ 忘れられた巨人 早川書房

842 カズオ・イシグロ 夜想曲集 早川書房

843 湊　かなえ 物語のおわり 朝日新聞出版

844 池井戸　潤 銀行総務特命 講談社

845 池井戸　潤 不祥事 講談社

846 池井戸　潤 銀翼のイカロス 文藝春秋

847 筒井　康隆 残像に口紅を 中央公論社

848 石井　遊佳 百年泥 新潮社

849 若竹　千佐子 おらおらでひとりいぐも 河出書房新社

850 門井　慶喜 銀河鉄道の父 講談社

851
マーティン　ハンドフォー
ド

新ウォーリーハリウッドへいく フレーベル館

852
原　裕朗
バースデイ

冒険！発見！大迷路　海底大決戦 ポプラ社

853 監修　矢島　眞澄 トムとジェリーをさがせ！どたばたハウスでおおあばれ 河出書房新社

854 島田　ゆか バムとケロのもりのこや 文溪堂

855 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　１巻 学研教育出版

856 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　２巻 学研教育出版

857 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　３巻 学研教育出版

858 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　４巻 学研教育出版

859 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　５巻 学研教育出版

860 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　６巻 学研教育出版

861 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　７巻 学研教育出版

862 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　８巻 学研教育出版

863 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　９巻 学研教育出版

864 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　１０巻 学研教育出版
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865 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　１１巻 学研教育出版

866 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　１２巻 学研教育出版

867 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　別巻　人物学習辞典 学研教育出版

868 監修　近藤　二郎 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　別巻　文化遺産学習辞典 学研教育出版

869 有川　浩 明日の子供たち 幻冬舎

870 F1426 家族シアター 講談社

871 恩田　陸 木漏れ日に泳ぐ魚 文藝春秋

872 湊　かなえ 花の鎖 文藝春秋

873 カズオ・イシグロ わたしたちが孤児だったころ 早川書房

874 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８７ 集英社

875 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８８ 集英社

876
東京大学謎解き制作集団Ａ
ｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ

東大ナゾトレ　ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状
第１巻

扶桑社

877 小山　宙哉 宇宙兄弟　３１ 講談社

878 小山　宙哉 宇宙兄弟　３２ 講談社

879 辻村　深月 かがみの狐城 ポプラ社

880 坂詰　真二 世界一やせるスクワット 日本文芸社

881 島田　ゆか バムとケロのにちようび 文溪堂

882 島田　ゆか バムとケロのそらのたび 文溪堂

883 なかや　みわ くろくんとちいさいしろくん 童心社

884 吉野　源三郎 君たちはどう生きるか 岩波文庫

885 湊　かなえ 未来 双葉社

886 是枝　裕和 万引き家族 宝島社

887 小山　宙哉 宇宙兄弟　３３ 講談社

888 野口　とも 大人気！！　親子で遊べる　たのしい！あやとり 高橋書店

889 丹羽　兌子 母と子でたのしく遊べる　かんたんおりがみ ナツメ社

890 小林　一夫 ５回おったら完成！　変身おりがみ 朝日新聞出版

891 なかや　みわ くろくんとふしぎなともだち 童心社

892 なかや　みわ やさいのがっこう　とうもろこしちゃんのながいかみ 白泉社

893 島田　ゆか バムとケロのおかいもの 文溪堂

894 島田　ゆか バムとケロのさむいあさ 文溪堂

895 ＷＩＬＬこども知育研究所 こねこいっぱい　めちゃカワめいろブック 金の星社

896 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　８９ 集英社
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897 安藤　英 ワンピース　パーティー　４ 集英社

898 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＤＯＯＲＳ！　１ 集英社

899 大崎　梢 忘れ物が届きます 光文社

900 瀬戸内　寂聴 愛することば　あなたへ 光文社

901 みやぎシルバーネット 笑いあり、しみじみあり　シルバー川柳　元気百倍編 河出書房新社

902 やく　みつる サラリーマン川柳　やみつき傑作選 NHK出版

903 石村　友見 ゼロトレ サンマーク出版

904 宮部　みゆき あやかし草紙　三島屋変調百物語伍之続 KADOKAWA

905 ふじもと　みさと ひみつのきもちぎんこう　かぞくつうちょう　できました 金の星社

906 はせがわ　さとみ きみ、なにがすき？ あかね書房

907 乗松　葉子 お昼の放送の時間です ポプラ社

908 長崎　夏海 レイナが島にやってきた！ 理論社

909 今西　乃子 捨て犬たちとめざす明日 金の星社

910 指田　和 ヒロシマのいのち 文研出版

911 細田　守 未来のミライ KADOKAWA

912 監修：今泉　忠明 おもしろい！進化のふしぎ　続ざんねんないきもの事典 高橋書店

913 監修：今泉　忠明 おもしろい！進化のふしぎ　ざんねんないきもの事典 高橋書店

914 矢部　太郎 大家さんと僕 新潮社

915 崎田　ミナ 自律神経どこでもリセット！　　も～っと　ずぼらヨガ 飛鳥新社

916 菊池　和子 死ぬまで歩ける足腰は「らくスクワット」で作りなさい 宝島社

917 さかい　さちえ ちいさなちいさなおかしのまち 教育画劇

918 編集：主婦と生活社 すみっコぐらしまちがいさがし　ここがおちつくんです編 主婦と生活社

919 イラスト：ヤマグチアキラ トムとジェリーの昆虫の迷路 河出書房新社

920
ウォルトディズニージャパ
ン

角川アニメ絵本　リメンバー・ミー KADOKAWA

921 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　９０ 集英社

922 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＤＯＯＲＳ！　２ 集英社

923 青山　剛昌 名探偵コナン　から紅の恋歌　上 小学館

924 青山　剛昌 名探偵コナン　から紅の恋歌　下 小学館

925 監修：今泉　忠明 おもしろい！進化のふしぎ　続々ざんねんないきもの事典 高橋書店

926 池井戸　潤 下町ロケット　ヤタガラス 小学館

927 湊　かなえ ブロードキャスト KADOKAWA

928 川口　俊和 コーヒーが冷めないうちに サンマーク出版
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929 東野　圭吾 沈黙のパレード 文藝春秋

930 志麻 志麻さんのプレミアムな作りおき ダイヤモンド社

931 志麻 志麻さんの何度でも食べたい極上レシピ マガジンハウス

932 いもと　ようこ つきのうさぎ 金の星社

933 アンディ・リー ぜったい　ぜったい　あけちゃダメッ！　！ 永岡書店

934 なかや　みわ どんぐりむらのいちねんかん 学研プラス

935 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　９１ 集英社

936 小山　宙哉 宇宙兄弟　３４ 講談社

937 堀　文子 ９９歳、ひとりを生きる。ケタ外れの好奇心で 三笠書房

938 ジャッキー・フレミング 問題だらけの女性たち 河出書房新社

939 デルフィーヌ・ミヌーイ シリアの秘密図書館 東京創元社

940 ジャレド・ダイアモンド 歴史は実験できるのか
慶應義塾大学出版
会

941 原著：青山　剛昌 劇場版　名探偵コナン　業火の向日葵 小学館

942 いもと　ようこ てぶくろ 講談社

943 湊 かなえ 白ゆき姫殺人事件 集英社

944 安うま食材使いきり!vol.２０ さば缶使いきり! KADOKAWA

945 佐久間　健一 体幹リセットダイエット 究極の部分やせ サンマーク出版

946 葉室　麟 青嵐の坂 KADOKAWA

947 樹木　希林
樹木希林　１２０の遺言 ～死ぬときぐらい好きにさせて
よ

宝島社

948 小林　麻耶 しなくていいがまん サンマーク出版

949 ウォルター　ウィック チャレンジミッケ! ミッケがだいすき（１） 小学館

950 トロル おしりたんてい ポプラ社

951 こんの　ひとみ くまのこうちょうせんせい 金の星社

952 三浦　しをん 愛なき世界 中央公論新社

953 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　９２ 集英社

954 平岩　弓枝 新・御宿かわせみ５　千春の婚礼 文藝春秋

955 黒川　伊保子 妻のトリセツ 講談社

956 住野　よる 麦本三歩の好きなもの 幻冬舎

957
NHK『クローズアップ現代
+』+『知るしん』制作班

樹木希林さんからの手紙 主婦の友社

958 菊池　和子 50歳からのきくち体操 海竜社

959 葉室　麟 秋霜 祥伝社

960 はらぺこグリズリー
世界一美味しい手抜きごはん 最速! やる気のいらない１
００レシピ

KADOKAWA
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961 トロル おしりたんてい ププッ きえた おべんとうのなぞ! ポプラ社

962 トロル
おしりたんてい ププッ ちいさな しょちょうの だいピン
チ!?

ポプラ社

963 アンディ・リー ぜったい あけちゃダメッ! 永岡書店

964
監修：NHK「チコちゃんに叱
られる!」制作班

はやくしないとチコちゃんに叱られる迷路ＢＯＯＫ 宝島社

965 アヤ井　アキコ もぐらはすごい アリス館

966
Disney ドナルドをさがせ! はちゃめちゃ! ドナルドたち
の大冒険

宝島社

967 Disney ミッキーをさがせ! 世界の国でかくれんぼ 宝島社

968 加藤　直子 エレベーターのふしぎなボタン ポプラ社

969 ヤスミン　スロヴェック 家ネコのボクが、にんきものになるまで 文研出版

970 辻　貴司 透明犬メイ 岩崎書店

971 当原　珠樹 かみさまにあいたい ポプラ社

972 鈴木　博房 警察犬になったアンズ 命を救われたトイプードルの物語 岩崎書店

973 片川　優子 ぼくとニケ 講談社

974 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　９３ 集英社

975 矢部　太郎　ほか 「大家さんと僕」と僕 新潮社

976 矢部　太郎 大家さんと僕 これから 新潮社

977 チョ・ナムジュ 82年生まれ、キム・ジヨン 筑摩書房

978 髙村 薫 四人組がいた。 文藝春秋

979 沢木　耕太郎 作家との遭遇 全作家論 新潮社

980 後藤　正治 拗ね者たらん  本田靖春 人と作品 講談社

981 片野　ゆか 平成犬バカ編集部 集英社

982 小山　宙哉 宇宙兄弟　３５ 講談社

983 田口　久人 きっと明日はいい日になる PHP研究所

984 全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳　８　書き込んだ予定はすべて診察日 ポプラ社

985 全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳　９　ブログよりコンロ炎上気をつける ポプラ社

986 みやぎシルバーネット 笑いあり、しみじみあり　シルバー川柳　青い山脈編 河出書房新社

987 みやぎシルバーネット 笑いあり、しみじみあり　シルバー川柳　百歳バンザイ編 河出書房新社

988 佐藤　義人
1分間だけ伸ばせばいい 2つの筋肉を伸ばして体の悩みを
改善

アスコム

989 小林　弘幸 医者が考案した「長生きみそ汁」 アスコム

990 百田　尚樹 夏の騎士 新潮社

991 川口　俊和 この嘘がばれないうちに サンマーク出版

992 川口　俊和 思い出が消えないうちに サンマーク出版
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993 葉室　麟 草笛物語 祥伝社

994 湊　かなえ 落日 角川春樹事務所

995 宮部　みゆき さよならの儀式 河出書房新社

996 監修：今泉　忠明
おもしろい! 進化のふしぎ もっとざんねんないきもの事
典

高橋書店

997 編集：主婦と生活社
すみっコぐらしまちがいさがし　こんなところにもすみっ
コ編

主婦と生活社

998 編集：主婦と生活社
すみっコぐらしまちがいさがし　いつでもどこでもすみっ
コ編

主婦と生活社

999 編集：主婦と生活社
すみっコぐらしまちがいさがし　あっちもこっちもすみっ
コ編

主婦と生活社

1000 編集：主婦と生活社
すみっコぐらしまちがいさがし　すみからすみまですみっ
コ編

主婦と生活社

1001 トロル おしりたんてい　ププッ　レインボーダイヤを　さがせ! ポプラ社

1002 トロル おしりたんてい　ププッ　おおどろぼう　あらわる! ポプラ社

1003 トロル
おしりたんてい　ププッ　おしりたんていが　ふたりい
る!?

ポプラ社

1004 ウォルター ウィック チャレンジミッケ! ミッケがだいすき　２ 小学館

1005 アンディ・リー ほんとに ぜったい あけちゃダメッ！！！ 永岡書店

1006 木村　耕一 美しき鐘の声　平家物語　１　諸行無常の響きあり １万年堂出版

1007 木村　耕一 美しき鐘の声　平家物語　２　春の夜の夢のごとし １万年堂出版

1008 木村　耕一 美しき鐘の声　平家物語　３　風の前の塵に同じ １万年堂出版

1009 又吉　直樹 人間 毎日新聞出版

1010 みやぎシルバーネット
笑いあり、しみじみあり　シルバー川柳　こんにちは令和
編

河出書房新社

1011 監修：篠原　菊紀 あたまがよくなる!  寝る前なぞなぞ366日 西東社

1012 ゴムドリco. 飛行機のサバイバル　１ 朝日新聞出版

1013 こうの　史代 この世界の片隅に 徳間書店

1014 トロル おしりたんてい ププッ ゆきやまの しろい かいぶつ!? ポプラ社

1015 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　９４ 集英社

1016 冨田　幸光 恐竜 小学館

1017 小池　啓一 昆虫 小学館

1018 和田　浩志 植物 小学館

1019 山崎　聡一郎 こども六法 弘文堂

1020 浜田　一男 命のものさし　 動物の命・人間の命・わたしの命 合同出版

1021 こんの　ひとみ いつもいっしょに 金の星社

1022 佐々木　聰 ふたりの桃源郷 文藝春秋

1023 黒川　伊保子 夫のトリセツ 講談社

1024 川上　未映子 夏物語 文藝春秋
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1025 川越　宗一 熱源 文藝春秋

1026 佐久間　健一 体幹リセットダイエット　究極の部分やせ サンマーク出版

1027 湊　かなえ カケラ 集英社

1028 凪良　ゆう 流浪の月 東京創元社

1029 東野　圭吾 クスノキの番人 実業之日本社

1030 ブレイディみかこ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 新潮社

1031
東京大学謎解き制作集団Ａ
ｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ

東大ナゾトレ　ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状
第２巻

扶桑社

1032 ゴムドリco. 自然史ミュージアムのサバイバル１ 朝日新聞出版

1033 スウィートファクトリー 植物世界のサバイバル１ 朝日新聞出版

1034 香山　美子 どうぞのいす
ひさかたチャイル
ド

1035 いわいとしお １００かいだてのいえ 偕成社

1036 いわいとしお そらの１００かいだてのいえ 偕成社

1037 ニック・シャラット ねこと王さま 徳間書店

1038 中山　由美 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 学研プラス

1039 安房　直子 だんまりうさぎとおほしさま 偕成社

1040 黒川　みつひろ 恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま 小峰書店

1041 上條　さなえ 月と珊瑚 講談社

1042 今西　乃子 クローンドッグ 金の星社

1043 ホンジェチョル 恐竜世界のサバイバル1 朝日新聞出版

1044 ホンジェチョル 恐竜世界のサバイバル2 朝日新聞出版

1045 辻　寛之 インソムニア 光文社

1046 マルゾーロ ミッケ　6　ゴーストハウス　　かくれんぼ絵本 小学館

1047 タケムラダイ 早ワザ・神ワザ・絶品レンチンごはん 宝島社

1048 マルゾーロ ミッケ!　ＩＳＰＹ　7　たからじま 小学館

1049 いわいとしお うみの１００かいだてのいえ 偕成社

1050 いわいとしお ちか１００かいだてのいえ 偕成社

1051 ゴムドリco. 水族館のサバイバル１ 朝日新聞出版

1052 井田　齊　他 小学館の図鑑　NEO POCKET　魚 小学館

1053 小林　弘幸 図解　眠れなくなるほど面白い　自律神経の話 日本文芸社

1054 ＫＡＯＲＵ テニスボールダイエット 幻冬舎

1055 全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳10　スクワットしゃがんだままで立てません ポプラ社

1056 村上　春樹 一人称単数 文芸春秋
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1057 馳　星周 少年と犬 文芸春秋

1058 和牛 和牛キッチン　川西シェフ・助手水田 ヨシモトブックス

1059 宮部　みゆき きたきた捕物帖 PHP研究所

1060 町田　そのこ 52ヘルツのクジラたち 中央公論新社

1061 スペンサー・ジョンソン チーズはどこへ消えた？ 扶桑社

1062 古市　憲寿 絶対に挫折しない日本史 新潮新書

1063 今井　敏行 るるぶ四国’21
JTBパブリッシン
グ

1064 ゴムドリco. 自然史ミュージアムのサバイバル２ 朝日新聞出版

1065 ゴムドリco. 水族館のサバイバル２ 朝日新聞出版

1066 香山　美子 ごろりんごろんごろろろろ
ひさかたチャイル
ド

1067 山形　明美 どこ？　パーティーのさがしもの 講談社

1068 小澤　竹俊 今日が人生最後の日だと思って生きなさい アスコム

1069 東野　圭吾 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 光文社

1070 チェドッキ 無人島のサバイバル 朝日新聞出版

1071 ゴムドリco. 人体のサバイバル２ 朝日新聞出版

1072 新宮　文明 みんなのおりがみ 日本文芸社

1073 工藤　ノリコ ノラネコぐんだんアイスのくに 白泉社

1074 宮野　聡子 きみにありがとうのおくりもの 教育画劇

1075 アレックス・フリス 1001のクリスマスをさがせ！ PHP研究所

1076
ダイアナ・ウィン・ジョー
ンズ

アーヤと魔女 徳間書店

1077 ゴムドリco. ナイトサファリのサバイバル２ 朝日新聞出版

1078 ゴムドリco. 飛行機のサバイバル２ 朝日新聞出版

1079 トロル
おしりたんてい
ラッキーキャットはだれのてに！

ポプラ社

1080 にしのあきひろ えんとつ町のプペル 幻冬舎

1081 新川　帆立 元彼の遺言状 宝島社

1082 土田　隆 図解　眠れなくなるほど面白い　体脂肪の話 日本文芸社

1083
井野　澄恵
井出　創

大人気のホットケーキミックスレシピBEST100 宝島社

1084 小川　亜矢子 クイズ！脳ベルSHOW50日間脳活ドリル 扶桑社

1085 ビル・コッター ぜったいにおしちゃダメ？
サンクチュアリ出
版

1086 ビル・コッター
ぜったいにおしちゃダメ？
ラリーとどうぶつ

サンクチュアリ出
版

1087 ビル・コッター
ぜったいにおしちゃダメ？
ラリーとおばけ

サンクチュアリ出
版

1088 伊吹　有喜 犬がいた季節 扶桑社
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1089 加藤　シゲアキ オルタネート 新潮社

1090
原　ゆたか
小野寺ぴりり紳

かいけつゾロリのまいにちなぞなぞ１年分 ポプラ社

1091
原　ゆたか
土門　トキオ

かいけつゾロリのまいにちおもしろクイズ１年分 ポプラ社

1092
坂元　裕二
黒住　光

花束みたいな恋をした リトルモア

1093 原　ゆたか かいけつゾロリ　きょうふのエイリアン ポプラ社

1094 ホンジェチョル 海のサバイバル 朝日新聞出版

1095 チーム・ガリレオ 戦国最強武将へタイムワープ 朝日新聞出版

1096 齋藤　孝 こどもルールブック　よくできました！ 日本図書センター

1097 いわむら　かずお １４ひきのひっこし 童心社

1098 いわむら　かずお １４ひきのぴくにっく 童心社

1099
井野　澄恵
井出　創

Ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　レンジでもっと！絶品レシ
ピ

宝島社

1100 枝光　聖人 １０年後も元気でいられる筋トレ！ 宝島社

1101 いわいとしお もりの１００かいだてのいえ 偕成社

1102 松村　広行 いーすとけん。ふっくらまちがいさがし 学研プラス

1103
劇団ひとり　中居正広　古
市憲寿

♪ピンポンパンポンプー マガジンハウス

1104 今井　敏行 るるぶ四国’22
JTBパブリッシン
グ

1105 ホンジェチョル 昆虫世界のサバイバル1 朝日新聞出版

1106 ゴムドリco. ゴミの島のサバイバル 朝日新聞出版

1107 石原　新菜 図解　眠れなくなるほど面白い　免疫力の話 日本文芸社

1108 柚月　裕子 月下のサクラ 徳間書店

1109 宇佐見　りん 推し燃ゆ 河出書房新社

1110 今泉　忠明 ますますざんねんないきもの事典 高橋書店

1111 二宮　美日 小説　武左衛門一揆　ちょんがりの唄がきこえる 創風社出版

1112 トーベ・ヤンソン ムーミン谷のなかまたち　真冬のご先祖さま 徳間書店

1113 山本　ゆり Ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　めんどくさくない献立 宝島社

1114 樋口　恵子 老いの福袋 中央公論新社

1115 宮部　みゆき 魂手形　三島屋変調百物語七之続 KADOKAWA

1116 今泉　忠明 さらにざんねんないきもの事典 高橋書店

1117
廣嶋　玲子
おとないちあき

鬼遊び　地獄のお囃子 小峰書店

1118
緑川　聖司
ＴＡＫＡ

七不思議神社 あかね書房

1119
山本　悦子
佐藤　真紀子

神様のパッチワーク ポプラ社

1120
堀　直子
佐竹　美保

セラピードッグのハナとわたし 文研出版
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1121
なりゆき　わかこ
垂石　眞子

かわいいねこをもらってください ポプラ社

1122
内田　麟太郎
藤本　ともひこ

大どろぼうジャム・パン　のらねこギンジロウ 文研出版

1123
香川　照之
（カマキリ先生）

ＮＨＫ香川照之の昆虫すごいぜ図鑑２ NHK出版

1124 小山　宙哉 宇宙兄弟３６ 講談社

1125
ゴムドリco.
韓賢東

人体のサバイバル３ 朝日新聞出版

1126
スウィートファクトリー
韓賢東

水不足のサバイバル 朝日新聞出版

1127
イセケヌ
チーム・ガリレオ

最強の剣豪へタイムワープ 朝日新聞出版

1128 ふくざわ　ゆみこ もりのかばんやさん 学研プラス

1129 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１００ 集英社

1130 東野　圭吾 透明な螺旋 文芸春秋

1131 宮部　みゆき 黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六之続 朝日新聞出版

1132 湊　かなえ ドキュメント 角川書店

1133 織守　きょうや 花束は毒 文芸春秋

1134 湊　かなえ 残照の頂　続・山女日記 幻冬舎

1135 矢部　太郎 ぼくのお父さん 新潮社

1136 Ｍｉｚｕｋｉ Ｍｉｚｕｋｉのレシピノート決定版！500品 学研プラス

1137 小山　宙哉 宇宙兄弟３７ 講談社

1138 島田　ゆか うちにかえったガラゴ 文渓堂

1139
チーム・ガリレオ
一式まさと

歴史探偵Ｋのタイムワープ 朝日新聞出版

1140
ゴムドリco.
韓賢東

ＡＩのサバイバル１ 朝日新聞出版

1141
スウィートファクトリー
韓賢東

植物世界のサバイバル２ 朝日新聞出版

1142 宮部　みゆき 泣き童子　三島屋変調百物語参之続 角川文庫

1143 伊集院　静 ミチクサ先生　上 講談社

1144 伊集院　静 ミチクサ先生　下 講談社

1145 小山　宙哉 宇宙兄弟３８ 講談社

1146
香川　照之
（カマキリ先生）

ＮＨＫ香川照之の昆虫すごいぜ図鑑３ NHK出版

1147 島田　ゆか かばんうりのガラゴ 文渓堂

1148
レイカとカンゲン
いちかわえびぞう
マリマリマーチ

すぐそばにある。
働きすぎのパパのおはなし

KADOKAWA

1149 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１０１ 集英社

1150 塩見一雄　他 小学館の図鑑　NEO POCKET　危険生物 小学館

1151 成島悦雄　他 小学館の図鑑　NEO POCKET　動物 小学館

1152
ゴムドリco.
韓賢東

異常気象のサバイバル２ 朝日新聞出版
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1153
ゴムドリco.
韓賢東

異常気象のサバイバル１ 朝日新聞出版

1154 ゆうきゆう 図解　眠れなくなるほど面白い　ストレスの話 日本文芸社

1155 山本　ゆり
Ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん７
この材料とこの手間で「うそやん」というほどおいしいレシピ

宝島社

1156
井野　澄恵
井出　創

大好評の電子レンジレシピ
ベストセレクション

宝島社

1157 リュウジ 人生でいちばん美味しい！リュウジ式至高のレシピ ライツ社

1158 永松　茂久 人は話し方が９割 すばる舎

1159 永松　茂久 人は聞き方が９割 すばる舎

1160 西加奈子 夜が明ける 新潮社

1161 知念実希人 硝子の塔の殺人 実業之日本社

1162 小田雅久仁 残月記 双葉社

1163 今村翔吾 塞王の盾 集英社

1164 砂川文次 ブラックボックス 講談社

1165
島本理生
辻村深月

はじめての 水鈴社

1166 いもとようこ おやすみなさい 金の星社

1167 小山　宙哉 宇宙兄弟３９ 講談社

1168 小山　宙哉 宇宙兄弟４０ 講談社

1169 渡部潤一 講談社の動く図鑑MOVEmini 宇宙 講談社

1170 川上和人 講談社の動く図鑑MOVEmini 鳥 講談社

1171
スウィートファクトリー
韓賢東

激流のサバイバル 朝日新聞出版

1172
スウィートファクトリー
韓賢東

火災のサバイバル 朝日新聞出版

1173 山口　真 写真でわかる決定版　おりがみ 西東社

1174 永岡純一 見て、学んで、力がつく！こども日本地図 永岡書店

1175
ゴムドリco.
韓賢東

ＡＩのサバイバル２ 朝日新聞出版

1176
ポドアルチング
韓賢東

山火事のサバイバル１ 朝日新聞出版

1177 工藤　ノリコ ノラネコぐんだんケーキをたべる 白泉社

1178 いわむら　かずお 14ひきのせんたく 童心社

1179 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１０２ 集英社

1180 新川　帆立 剣持麗子のワンナイト推理 宝島社

1181 東野　圭吾 マスカレード・ゲーム 集英社

1182 町田　そのこ 星を掬う 中央公論新社

1183 逢坂　冬馬 同志少女よ、敵を撃て 早川書房

1184 西野　精治 図解　眠れなくなるほど面白い　睡眠の話 日本文芸社
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1185 椎野　直弥 僕は上手にしゃべれない ポプラ社

1186 熊谷　千世子 風の神送れよ 小峰書店

1187
麻生　かづこ
大庭　賢哉

およぐ！ 文研出版

1188 若月　としこ ずっとずっと、ともだちだよ･･･病院勤務犬・ミカの物語 岩崎書店

1189
堀　直子
木村　いこ

まじょばーのたまごやき 文研出版

1190
大川　久乃
本田　亮

おはなしごほん あかね書房

1191
ゴムドリco.
韓賢東

食糧危機のサバイバル 朝日新聞出版

1192 東野　圭吾 マスカレード・イブ 集英社

1193 宮部　みゆき おそろし　三島屋変調百物語事始 KADOKAWA

1194 宮部　みゆき あんじゅう　三島屋変調百物語事続 KADOKAWA

1195 新川　帆立 競争の番人 講談社

1196 満尾　正 50代からの「老いない体」のつくり方 三笠書房

1197 倉橋　利江 野菜はスープとみそ汁でとればいい 新星出版社

1198 朝井　リョウ 正欲 新潮社

1199 瀬戸内　寂聴 その日まで 講談社

1200 窪　美澄 夜に星を放つ 文芸春秋

1201 高瀬　隼子 おいしいごはんが食べられますように 講談社

1202 小山　宙哉 宇宙兄弟４１ 講談社

1203 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１０３ 集英社

1204 今泉　忠明 やっぱりざんねんないきもの事典 高橋書店

1205 保坂健太郎　他 小学館の図鑑　NEO POCKET　きのこ 小学館

1206 工藤　ノリコ ノラネコぐんだん　おばけのやま 白泉社

1207 なかや　みわ くれよんのくろくん 童心社

1208 奥園　壽子 まいにち腸活スープ PHP研究所

1209 宮部　みゆき よって件のごとし　三島屋変調百物語八之続 KADOKAWA

1210
岡田惠和・渡邉真子・濱田
真和

５つの歌詞（いつつのうた） 宝島社

1211 凪良　ゆう 汝、星のごとく 講談社

1212 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１０４ 集英社

1213 工藤　ノリコ ノラネコぐんだん　うみのたび 白泉社

1214 真珠　まりこ おべんとうバス
ひさかたチャイル
ド

1215
パク・ソンイ
韓賢東

トンネルのサバイバル 朝日新聞出版

1216
金政郁
韓賢東

ロボット世界のサバイバル１ 朝日新聞出版
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1217 瀬戸内寂聴 あこがれ 新潮社

1218 阿川　佐和子 ないものねだるな 中央公論新社

1219 青山　美智子 お探し物は図書室まで ポプラ社

1220 早見　和真 八月の母 KADOKAWA

1221 高瀬　隼子 水たまりで息をする 集英社

1222 米澤　貴紀 神社の解剖図巻 エクスナッジ

1223 工藤　ノリコ ノラネコぐんだん　うみのたび 白泉社

1224 工藤　ノリコ ノラネコぐんだん　きしゃぽっぽ 白泉社

1225 いわむら　かずお 14ひきのもちつき 童心社

1226 原　ゆたか かいけつゾロリ　にんじゃおばけあらわる！ ポプラ社

1227 原　ゆたか かいけつゾロリ　きょうりゅうママをすくえ！ ポプラ社

1228 遠藤　純
映画　ざんねんないきもの事典
ストーリーブック

主婦と生活社

1229
スウィートファクトリー
韓賢東

激流のサバイバル 朝日新聞出版

1230
ポドアルチング
韓賢東

山火事のサバイバル２ 朝日新聞出版

1231
ポドアルチング
韓賢東

テーマパークのサバイバル 朝日新聞出版

1232
チーム・ガリレオ
一式まさと

歴史探偵Ｋのタイムワープ　鎌倉時代からの挑戦状 朝日新聞出版

1233
ポドアルチング
韓賢東

大雪のサバイバル 朝日新聞出版

1234 尾田　栄一郎 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１０５ 集英社

1235 小山　宙哉 宇宙兄弟４２ 講談社

1236 柴田　ケイコ パンどろぼう　おにぎりぼうやのたびだち KADOKAWA

1237 工藤　ノリコ ノラネコぐんだん　いろいろさがしえブック 白泉社

1238 工藤　ノリコ ノラネコぐんだん　おかしなさがしえブック 白泉社

1239 みやぎシルバーネット 超シルバー川柳　毎日が宝もの編 河出書房新社

1240 全国有料老人ホーム協会 シルバー川柳12　特売日手押し車でかっ飛ばす ポプラ社

1241 平藤　喜久子 日本の神様　解剖図巻 エクスナッジ

1242 佐藤　厚志 荒地の家族 新潮社

1243 千早　茜 しろがねの葉 新潮社

1244 井戸川　射子 この世の喜びよ 講談社

1245 千早　茜 さんかく 祥伝社

1246 栗原　毅 図解　眠れなくなるほど面白い　内臓脂肪の話 日本文芸社

1247 栗原　毅 図解　眠れなくなるほど面白い　肝臓の話 日本文芸社

1248 まるみキッチン やる気１％ごはん KADOKAWA

39 / 40 ページ



好藤公民館　図書一覧

№ 著者名 書名 出版社

1249 小川　哲 君のクイズ 朝日新聞出版
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