
１位 「ハヤブサ消防団」
　　　　          池井戸 潤 著／集英社

２位 「京都のおばあちゃんたちに聞いた
   100年後にも残したいふるさとレシピ100」
　　　　          大和書房編集部 編／大和書房

３位 「いつもの木曜日」 
　　　　          青山 美智子 著／宝島社

４位 「そして誰もゆとらなくなった」
　　　　　             朝井 リョウ著／文藝春秋

５位 「とんこつQ＆A」
　　　　          今村 夏子 著／講談社

　　（統計：2022年10月 図書室調べ）

★交流ラウンジ・こだち図書「音読の会」
    11月4日(金) 午後1:30～2:30

       　  先着10名（予約制）
　　昔話や詩歌などをみんなで声に出して
　　読む会です。声に出して読むことで、
　　脳の活性化につなげます。
　　※申込先　こだち図書0771-82-3850

　　　

★中央公民館・木育ひろば「おはなし会」
　11月11日(金) 午前10:30～11:00

       　  乳幼児向け
　　手遊び、紙芝居、絵本の読み聞かせなど

　　　　 　

　

京丹波町図書室

新 刊 情 報 誌 2022年/11月

ナイチンゲール、マザー・
テレサ、与謝野晶子ら、逆
境に負けず、自分らしく生
きた女性たちが、現代の悩める女子た
ちの教室に降臨。考え方や行動一つで
道を開くことができると教えてくれます。

亡き父の故郷である
「ハヤブサ地区」に移り
住んだミステリ作家の三馬

太郎。地元の人の誘いで消
防団入りした太郎は、連続放火事件に
巻き込まれる。のどかな町に隠された
真実とは…

♪心揺さぶられるひと時　「絵本と音楽」♪

10月9日(日)京丹波町役場大会議室にて、こだち図書イベント
「絵本と音楽」を開催いたしました。プロの和楽器奏者の方々に
絵本や紙芝居の朗読に合わせて効果音やＢＧＭを添えて頂き、
その後のミニライブでは、本物の音楽にめぐりあいました。

多くの方にお越しいただき、ありがとうございました。
今後も楽しいイベントを企画していきます。

★和知ふれあいセンター図書室「おはなし会」
　11月26日(土) 午前10:30～11:00

   　手遊び、紙芝居、絵本の読み聞かせなど
　　　　どなたでもご参加いただけます
　　おはなし会の前後に、移動図書館の本も
　　借りていただけます。
　　

　　　　 　

人気ランキング

11月25日(金)･12月23日(金)は、町内全ての図書室において、蔵書整理等を
行うため臨時休室とします。ご理解とご協力をお願いします。

「ハヤブサ消防団」
池井戸 潤  著

集英社

「悩める女子の教室で　　　　　　　
  偉人が人生を語りだした」

木平 木綿  編
学研プラス



図書名 著者・編者ほか 出版社 請求記号

バーチャル・リアリティ百科 インディラ・トゥーヴェニン 原書房 007.1

図解まるわかりメタバースのしくみ 波多間　俊之 翔泳社 007.3

成功は時間が10割 百田　尚樹 新潮社 112

70代で死ぬ人、80代でも元気な人 和田　秀樹 マガジンハウス 159.7

古墳図鑑 青木　敬 日本文芸社 210.3

知られざる古墳ライフ 譽田　亜紀子 誠文堂新光社 210.3

戦国の山城を極める 加藤　理文 学研プラス 210.4

古文書つれづれ&明治の京都 京都府立総合資料館 京都府立総合資料館 216.2

出雲の山城 高屋　茂男 ハーベスト出版 217.3

石見の山城 高屋　茂男 ハーベスト出版 217.3

江戸の庶民から武士まで200年家系図をつくる本 橋本　雅幸 旬報社 288.2

永六輔大遺言 さだ　まさし 小学館 289.1

田中陽希日記 田中　陽希 平凡社 291

人間の業 百田　尚樹 新潮社 304

メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 目黒　冬弥 三五館シンシャ 338.5

私らしく、働くということ 主婦の友社 主婦の友社 366.3

私たちが声を上げるとき 和泉　真澄 集英社 367.2

老いの玉手箱 樋口　恵子 中央公論新社 367.3

よけいなひと言をわかりあえるセリフに変える   親子のための言いかえ図鑑 大野　萌子 サンマーク出版 367.3

80代で見つけた生きる幸せ G3sewing KADOKAWA 367.7

今日から始める本気の食料備蓄 高荷　智也 徳間書店 369.3

もしもに役立つ、いつものモノ選び 松永　りえ エムディエヌ
コーポレーション

369.3

未来が変わる勉強法 安田　祐輔 KADOKAWA 376.8

教養としての着物 上杉　惠理子 自由国民社 383.1

墓じまい! 小西　正道 ブックマン社 385.6

世界の気候と天気のしくみ 今井　明子 産業編集センター 451.8

オトナ女子をラクにする心とからだの本 高尾　美穂 扶桑社 495

きくち体操「心」の教室 菊池　和子 青春出版社 498.3

フリガナつき!普通免許ラクラク合格問題集 長　信一 成美堂出版 537.8

「廃炉」という幻想 吉野　実 光文社 543.5

戦艦大和建造秘録 原　勝洋著 ベストセラーズ 556.9

お金が貯まる人は、なぜ部屋がきれいなのか 黒田　尚子 日経BP日本経済新聞
出版本部 591

　　　《 総　記 》

　　　《 哲　学 》

　　　《 歴　史 》

　　　《 社会科学 》

　　　《 自然科学 》

　　　《 技術・工学 》



図書名 著者・編者ほか 出版社 請求記号

作務衣、甚平、はんてん、日常着 ブティック社 593.1

少ない玉数でかんたん!大人のあったかおしゃれ小物 ブティック社 594.3

ニットマルシェ　vol.27(2022) 日本ヴォーグ社 594.3

これでよゆうの晩ごはん 暮しの手帖編集部 暮しの手帖社 596

天然生活の家仕事ごよみ 扶桑社 596

藤井恵のちょっと具合のわるいときの食事 藤井　恵 婦人之友社 596

炊き込みごはん 荒木　典子 成美堂出版 596.3

柿のお菓子づくり 今井　ようこ 誠文堂新光社 596.6

パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ 吉永　麻衣子　料理 KADOKAWA 596.6

台所道具 日本の手仕事・暮らしの道具店
cotogoto 翔泳社 596.9

暮らしのまんなか　vol.35 扶桑社 597

がんばらない片づけと収納 扶桑社 597.5

温暖化に負けない!バラ栽培のすべて 鈴木　満男 NHK出版 627.7

獣医にゃんとすの猫をもっと幸せにする「げぼく」の教科書 獣医にゃんとす 二見書房 645.7

狩猟生活　VOL.10-１１(2022) 山と溪谷社 659

交通事故保険金のカラクリ 山下　江 幻冬舎 681.3

地球に描こう!GPSアート Yassan 技術評論社 704

特別じゃない日 稲　空穂 実業之日本社 726.1

春夏秋冬のイベントを楽しむいしばしなおこの季節の折り紙 いしばし　なおこ ブティック社 754.9

子どもが本番で最高の結果を出せるコンディションの整え方 羽生　綾子 日本能率協会
マネジメントセンター

780.7

SHO-TIME ジェフ・フレッチャー 徳間書店 783.7

色とりどりの「はな言葉」 葉菜桜　花子 扶桑社 793

にゃんこ四字熟語辞典 西川　清史 飛鳥新社 814.4

エモい古語辞典 堀越　英美 朝日出版社 814.6

大人だって読みたい!少女小説ガイド 嵯峨　景子 時事通信出版局 910.2 ｵﾄ

あの胸が岬のように遠かった 永田　和宏 新潮社 911.1 ｶﾜ

いちばんわかりやすい俳句歳時記　春夏 辻　桃子 主婦の友社 911.3 ﾂｼﾞ

いちばんわかりやすい俳句歳時記　秋冬新年 辻　桃子 主婦の友社 911.3 ﾂｼﾞ

瓢簞から人生 夏井　いつき 小学館 911.3 ﾅﾂ

超シルバー川柳　笑顔がいっぱい編 みやぎシルバーネット 河出書房新社 911.4 ﾁｮ

ゆいごん川柳 日本財団遺贈寄付
サポートセンター イースト・プレス 911.4 ﾕｲ

魂のささやき 相川　清 創英社/三省堂書店 914.6 ｱｲ

魂のルーツ 相川　清 三省堂書店/創英社 914.6 ｱｲ

日本人の真価 藤原　正彦 文藝春秋 914.6 ﾌｼﾞ

戦艦「大和」反転の真相 深井　俊之助 宝島社 916

復活への底力 出口　治明 講談社 916 ﾃﾞｸﾞ

夜ふけに読みたいはじまりのイソップ物語 イソップ 平凡社 991.7 ｲｿ

　　　《 技術・工学 》

　　　《 産　業 》

　　　《 芸　術 》

　　　《 言　語 》

　　　《 文　学 》



図書名 著者・編者ほか 出版社 請求記号

生命の略奪者 知念　実希人 新潮社 B F ﾁﾈ

薬屋のひとりごと　12 日向　夏 主婦の友インフォス B F ﾋｭ 

小料理屋の播上君のお弁当 森崎　緩 宝島社 B F ﾓﾘ

仕立屋お竜 岡本　さとる 文藝春秋 B F ｵｶ

総務課の播上君のお弁当 森崎　緩 宝島社 B F ﾓﾘ

名乗らじ 佐伯　泰英 文藝春秋 B F ｻｴ

うえから京都 篠　友子 角川春樹事務所 F ｼﾉ

噓つきジェンガ 辻村　深月 文藝春秋 F ﾂｼﾞ

越境刑事 中山　七里 PHP研究所 F ﾅｶ

営繕かるかや怪異譚　２・３ 小野　不由美 KADOKAWA F ｵﾉ 

オリンピックを殺す日 堂場　瞬一 文藝春秋 F ﾄﾞｳ

怪盗フラヌールの巡回 西尾　維新 講談社 F ﾆｼ

家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ 新潮社 F ﾉﾅ

競争の番人　２ 新川　帆立 講談社 F ｼﾝ

奇跡を蒔くひと 五十嵐　貴久 光文社 F ｲｶﾞ

恋ふらむ鳥は 澤田　瞳子 毎日新聞出版 F ｻﾜ

此の世の果ての殺人 荒木　あかね 講談社 F ｱﾗ

サウンド・ポスト 岩城　けい 筑摩書房 F ｲﾜ

裂けた明日 佐々木　譲 新潮社 F ｻｻ

祝祭の子 逸木　裕 双葉社 F ｲﾂ

新!店長がバカすぎて 早見　和真／[著] 角川春樹事務所 F ﾊﾔ

素晴らしき国 小路　幸也／[著] 角川春樹事務所 F ｼｮ

セカンドチャンス 篠田　節子 講談社 F ｼﾉ

墜落 真山　仁 文藝春秋 F ﾏﾔ

付き添うひと 岩井　圭也 ポプラ社 F ｲﾜ

匿名 柿原　朋哉 講談社 F ｶｷ

とんこつQ&A 今村　夏子 講談社 F ｲﾏ

ハヤブサ消防団 池井戸　潤 集英社 F ｲｹ

ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川　佐和子 文藝春秋 F ｱｶﾞ

結 大島　真寿美 文藝春秋 F ｵｵ

京都府埋蔵文化財情報　第１４３号 京都府埋蔵文化財
調査研究センター

京都府埋蔵文化財
調査研究センター

L 216.2

幕末・維新彩色の京都 白幡　洋三郎 京都新聞出版センター L 216.2

縮尺版　広報瑞穂　上・下 瑞穂町企画総務課 京都府船井郡瑞穂町 L 318 

京北の昔がたり 津原　勇 京北町文化財を守る会 L 388.1 

続・京北の昔がたり　2 津原　勇 京北町文化財を守る会 L 388.1 

　　　《 文　庫 》

　　　《 小　説 》

　　　《 郷土資料 》



図書名 著者・編者ほか 出版社 請求記号

悩める女子の教室で偉人が人生を語りだした 木平　木綿 学研プラス 280

こども行動経済学 犬飼　佳吾 カンゼン 331

「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空　幸星 河出書房新社 368.3

みんなが過ごしやすい町のバリアフリー　1-5 川内　美彦 小峰書店 369.2

ドクターエッグ　1-４ パク　ソンイ 朝日新聞出版 460

びっくり!動物園のおしごと大図鑑 DK社 河出書房新社 480.7

ものづくりっておもしろい!おもちゃから乗り物まで 小林　竜太 偕成社 549

タガヤセ!日本 白石　優生 河出書房新社 612.1

おりがみ大図鑑 新宮　文明 日本文芸社 754.9

1話1分名作おんどく366 主婦の友社 主婦の友社 809.4

アーマのうそ キャロル・ライリー・ブリンク 文溪堂 933.7 ﾌﾞﾘ

アナと雪の女王これは読んでおきたい10のおはなし 講談社 講談社 933.7 ｱﾅ

暗号サバイバル学園　05 山本　省三 学研プラス F ﾔﾏ 

いえないオニ 高森　美由紀 岩崎書店 F ﾀｶ

ガリレオの事件簿　2 東野　圭吾 文藝春秋 F ﾋｶﾞ 

3分間サバイバル 粟生　こずえ あかね書房 F ｱｵ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　18 廣嶋　玲子 偕成社 F ﾋﾛ 

やまの動物病院 なかがわ　ちひろ 徳間書店 F ﾅｶ

夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 上・下 汐見　夏衛 スターツ出版 F ｼｵ 

ラストで君は「まさか!」と言う　奇妙なプレゼント PHP研究所 PHP研究所 F ﾗｽ

あつまれ!わくわくパンまつり のし　さやか ひさかたチャイルド E ﾉｼ

1から5までのハロウィンえほん ダニエル・マクリーン 大日本絵画 E ﾏﾛ

おてがみであいましょう 木村　いこ 理論社 E ｷﾑ

おはなしのたねをまくと… クラウディオ・ゴッベッティ 工学図書 E ﾆｺ

きょうがはじまる ジュリー・モースタッド BL出版 E ﾓｽ

きらきら 新井　洋行 くもん出版 E ｱﾗ

クジラの進化 水口　博也 講談社 E ｵﾀﾞ

ごろんずっしりさつまいも いわさ　ゆうこ 童心社 E ｲﾜ

つむちゃんとあそぼう minchi 岩崎書店 E ﾐﾝ

とんかつのぼうけん 塚本　やすし ポプラ社 E ﾂｶ

どうぶつたちのハロウィーンって? アン・ウィットフォード・ポール 岩崎書店 E ｳｫ

どこ? 山形　明美 講談社 E ﾔﾏ

バナナくん さとう　めぐみ PHP研究所 E ｻﾄ

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

ふしぎなひきだし 苅田　澄子 金の星社 E ﾂｶﾞ

ぶどうくん さとう　めぐみ PHP研究所 E ｻﾄ

みえた!せかいのうみのふしぎ キャロン・ブラウン くもん出版 E ｿﾝ

ゆかしたのワニ ねじめ　正一 福音館書店 E ｺﾏ

わたしのかみがた 樋勝　朋巳 ブロンズ新社 E ﾋｶ

わんわんハロウィーン 高林　麻里 講談社 E ﾀｶ

　　　《 児童・知識本 》

　　　《 児童・読み物 》

　　　《 絵　本 》



図書名 著者・編者ほか 出版社 請求記号

0・1・2歳児がごきげんになるあそび100 中田　馨 実務教育出版 599

はじめてパパになる本 今田　義夫 実業之日本社 599

世界一役に立たない育児書 かねもと 白泉社 599

すぐでき&作りおきおいしい幼児食250品 小池　澄子 学研プラス 599.3

子どもの「眠る力」の育て方 清水　悦子 日本能率協会
マネジメントセンター

599.4

すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本 ねんねママ 青春出版社 599.4

0〜6歳まで遊んで学べる!新しい手作りおもちゃ あん KADOKAWA 599.8

あかちゃん tupera tupera ブロンズ新社 E ﾂﾍﾟ

あつまれ!でんしゃ さくらい　ひろし 永岡書店 E ｼﾐ

いぬいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社 E ｲｼ

おおきくなったらなりたいな ひらぎ　みつえ ほるぷ出版 E ﾋﾗ

おさかなちゃんのじょうずじょうず ヒド・ファン・ヘネヒテン 学研プラス E ﾍﾈ

おさかなちゃんのできた! ヒド・ファン・ヘネヒテン 学研プラス E ﾍﾈ

おさかなちゃんのパパかっこいい! ヒド・ファン・ヘネヒテン 学研プラス E ﾍﾈ

おにのこにこちゃんかってかってぽん! 原　あいみ ポプラ社 E ﾊﾗ

おにのこにこちゃんかーしーて!ぷんすかぷん! 原　あいみ ポプラ社 E ﾊﾗ

おにのこにこちゃんぶるんぶるんバスでいくんだもん! 原　あいみ ポプラ社 E ﾊﾗ

おべんとうばあ! のぶちか　めばえ 講談社 E ﾉﾌﾞ

かずあそび しみず　だいすけ 永岡書店 E ｼﾐ

かぞえてみよう! アドリア・メザーブ 岩崎書店 E ﾒｻﾞ

カレーだいおうのまほう 石倉　ヒロユキ チャイルド本社 E ｲｼ

くだもの音頭 きのした　けい コクヨ E ｻｲ

　　　《 育児書 》

　　　《 赤ちゃん絵本 》



図書名 著者・編者ほか 出版社 請求記号

くにゃ? ひらぎ　みつえ ほるぷ出版 E ﾋﾗ

くるっとだーれ? かしわら　あきお 主婦の友社 E ｶｼ

ぐるぐるぴ ひろた　あきら 講談社 E ﾋﾛ

けろけろぱくっ! 皆川　泰代 幻冬舎 E ﾋﾗ

ころりん123 ひらぎ　みつえ ほるぷ出版 E ﾋﾗ

Sassyのあかちゃんえほんぱくぱく Sassy KADOKAWA E ｻｯ

Sassyのあかちゃんえほんぶるるん Sassy KADOKAWA E ｻｯ

Sassyのあかちゃんえほんもぐもぐ Sassy KADOKAWA E ｻｯ

Sassyのちいくえほんいっこにこ Sassy KADOKAWA E ｻｯ

Sassyのちいくえほんまんまるまる Sassy KADOKAWA E ｻｯ

さかなくん しおたに　まみこ 偕成社 E ｼｵ

サンドイッチだいすき フフフーン ほるぷ出版 E ﾌﾌ

しゃかしゃか 新井　洋行 くもん出版 E ｱﾗ

ジャングルにいるのはだれかな? ソニア・バレッテイ パイインターナショナル E ﾊﾞﾚ

0・1・2さいのたべもの100 ポプラ社 E ｾﾞﾛ

たまごのなかにはなにがいる? トリスタン・モリー 大日本絵画 E ﾓﾘ

どーこだ、どこだ?だーいすき! インゲラ・アリアニウス 大日本絵画 E ｱﾘ

どうぶつみっけ! しみず　だいすけ 永岡書店 E ｼﾐ

な〜んだ? ヒド・ファン・ヘネヒテン パイインターナショナル E ﾍﾈ

にゃ?かお! ひらぎ　みつえ ほるぷ出版 E ﾋﾗ

はぶらしくんとコップちゃん 新井　洋行 チャイルド本社 E ｱﾗ

ばぁ! さこ　ももみ マイクロマガジン社 E ｻｺ

バスプップー ひらぎ　みつえ ほるぷ出版 E ﾋﾗ

ひよこはにげます 五味　太郎 福音館書店 E ｺﾞﾐ

ひろげてびっくり!あかちゃんずかんどうぶつ かしわら　あきお 主婦の友社 E ｶｼ

ぴったん・こ! ひらぎ　みつえ ほるぷ出版 E ﾋﾗ

フライパン きのした　けい コクヨ E ﾓｺ

へんしん!おばけちゃん ひらぎ　みつえ ほるぷ出版 E ﾋﾗ

へんしん どうぶつ 三浦　太郎 ほるぷ出版 E ﾐｳ

ぺんぎんさん サム・タプリン 岩崎書店 E ｷﾝ

まるまるさんかくにこにこおむすび 真木　文絵 チャイルド本社 E ｲｼ

やってみたいなおみせやさん ひらぎ　みつえ ほるぷ出版 E ﾋﾗ

やだもんやだもんにこちゃんやー 原　あいみ ポプラ社 E ﾊﾗ

やるもんやるもんにこちゃんがやる! 原　あいみ ポプラ社 E ﾊﾗ

わん?かお! ひらぎ　みつえ ほるぷ出版 E ﾋﾗ

　　　《 赤ちゃん絵本 》



図書名 著者・編者ほか 出版社 請求記号

LITTLE　PENGUIN PATRICK BENSON WALKER BOOKS LONDON E

MY FIRST LOOK AT Numbers Stephen Oliver Random House E

Over the Steamy Swamp Paul　Geraghty Hutchinson E

THE THREE Pigs ANDERSEN PRESS E

THE THREE　ROBBERS Tomi Ungerer
Macmillan
Publishing Company E

Ted's Seaside Adventure Jan,Mogensen E

The Blue Balloon Mick Inkpen
Hodder
Children's Books E

The Sneeze David Lloyd Walker Books E

UFO DIARY SATOSHI KITAMURA ANDERSEN PRESS Ltd E

WHAT'S INSAIDE？ THE ALPHABET BOOK SATOSI, KITAMURA E

ＡＬＰＨＡＢＥＴ　ＰＵＺＺＬＥ ＪＩＬＬ　ＤＯＷＮＩＥ E

SUPER　SUPER　SUPERWORDS BRUCE　McMILLAN E

Ｄｕｍｂｏ Walt　Disney E

Are You My Mother? P.D.Eastman E

ELMER David　McKee Andersen Press London E

Oh,What a Mess Hans Wilhelm E

ＴＨＥ　ＣＡＲＲＯＴ　ＳＥＥＤ Ruth　Krauss E

Grouwing Vegetable Soup Lois Ehlert E

THE TROUBLE WITH EREPHANTS Chris Riddell E

Spot's　Walk　in　the　Woods Eric　Hill E

TITCH PAT HUTCHINS THE　BODLEY　HEAD E

This Is the Way We Go To School EDITH　BAER E

NOAH'S　ARK Sophie　Windam E

The Little Red Hen Byron　Barton
HarperCollins
Publishers E

A Brown Cow Bijou Le Tord E

Ｍｙ　Ａｐｐｌｅ Kay Davies E

Little　Bunny　at　the　Beach Eva　Eriksson E

One Day in Paradise Helme Heine ATHENEUM E

I can read Dick　Bruna
Methuen
Children's Books E

A is for ANGRY Sandora　Boynton Workman　Publishing E

Penguin Pete Marcus Pfister North-South Books E

　　　《 洋書絵本 》


