
１位 「黒牢城」米澤 穂信／KADOKAWA
２位 「愛に始まり、愛に終わる」
　　　　　　瀬戸内 寂聴・著／宝島社
３位「それでも僕は歩き続ける」
　　　　　田中 陽希・著／文藝春秋
４位「認知症世界の歩き方」
　　　　　筧 祐介・著／ライツ社
５位「星落ちて、なお」
　　　　　澤田 瞳子／文藝春秋
　　　　　　　（統計：2022年3月）

★交流ラウンジ・こだち図書の

　　　　　　　「かがく工作教室」

    　4月2３日(土) 午後1:00～午後3:00

   　ペットボトルで「浮沈子」という
　　おもちゃをつくります！

　　申込不要。どなたでも参加できます。
　　開催時間内のお好きな時間にお越し
　　下さい。

★中央公民館・木育ひろばの「おはなし会」

　　4月13日(水) 午前10:30～午前11:00

       　  乳幼児向け

　　
　　 　

　日常にあるものを題材に
新聞紙を使って生み出す作
品は、作る歓びに溢れ、精
緻なのにユーモラス。一年で70点以上制
作した作品は、戦前生まれで昭和を駆け
抜けた、90年分の人生が詰まっています。

「会いたかったひとに
会える奇跡」があるなら、
あなたは誰に会いたいで
すか？
　小さな町の書店と、そこに関わる
人々の姿を描く、本屋大賞ノミネート
『桜風堂ものがたり』最新作！

 子どもたちにもっと本を読む場所を、との願

いから、「こどもの読書週間」は１９５９年（昭

和３４年）に誕生しました。　幼少のときから書

物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものご

とを正しく判断する力をつけておくことが、子ど

もたちにとってどんなに大切なことか…。子ども

に読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子ど

もの読書の大切さを考えるとき、それが「こども

の読書週間」です。 

「桜風堂夢も
のがたり」

村山 早紀・著
PHP研究所

「９０歳セツ
掲示新聞ちぎ
り絵」

木村 セツ・著
PHP研究所



分野 書名 著者 出版社 請求記号

総記 勉強の哲学 千葉　雅也／著 文藝春秋 002

名著のツボ 石井　千湖／著 文藝春秋 019.9

寝るまえ5分のパスカル
アントワーヌ・コン
パニョン／著 白水社 135.25

図解でわかる暗記のすごいコツ 碓井　孝介／著 日本実業出版社 141.3

哲学 60からは喜びはかけ算悲しみは割り算 沖　幸子／著 世界文化ブックス 159.7

不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方 中村　恒子／著 すばる舎 159.79

名言のクスリ箱 大山　くまお／著 SBクリエイティブ 159.8

異界神社 本田　不二雄／著 駒草出版株式会社ダ
ンク出版事業部

175.9

宿無し弘文 柳田　由紀子／著
集英社インターナ
ショナル

188.8

信州の縄文時代が実はすごかったという本 藤森　英二／著 信濃毎日新聞社 215.2

歴史 重ね地図で読み解く京都1000年の歴史 谷川　彰英／監修 宝島社 216.2

旅に出たくなる地図　関西・関東甲信越・世界・日本 帝国書院編集部／著 帝国書院 290.3

オリエント急行 櫻井　寛／写真・文 世界文化社 290.9

これからの「正義」の話をしよう マイケル・サンデル／著 早川書房 311.1

永田町動物園 亀井　静香／著 講談社 312.8

9/11レポート
アメリカ合衆国に対する
テロリスト攻撃に関する
国家委員会／著

ころから 316.4

ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン／著 ぴあ 338.1

社会 子どもの発達障害 本田　秀夫／著 SBクリエイティブ 378.8

科学 楽々かあさんの伝わる!声かけ変換 大場　美鈴／著 あさ出版 379.9

山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る 山中　伸弥／［述］ 講談社 379.9

大正ロマン手帖 石川　桂子／編 河出書房新社 382.1

古代中国の24時間 柿沼　陽平／著 中央公論新社 382.2

ヌシ 伊藤　龍平／著 笠間書院 388.1

解きたくなる数学 佐藤　雅彦／著 岩波書店 410

方向音痴って、なおるんですか? 吉玉　サキ／著 交通新聞社 448.9

自然 ドードーをめぐる堂々めぐり 川端　裕人／著 岩波書店 488.2

科学
脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張でき
るのか

紺野　大地／著 講談社 491.3

「しなくていいこと」を決めると、人生が一気にラクになる 本田　秀夫／著 ダイヤモンド社 498.3

「自律神経を整える1日の過ごし方」を聞いてきました 小林　弘幸／著 日本実業出版社 498.3

3か月で自然に痩せていく仕組み 野上　浩一郎／著 ダイヤモンド社 498.5

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村　哲／著 NHK出版 517.6

世界のアーティスト250人の部屋 サム・ルーベル／著
青幻舎インターナ
ショナル

523

きもの語辞典 岡田　知子／著 誠文堂新光社 593.1

工学 着ない服がゼロになる!稼働率100%クローゼットの作り方 小山田　早織／著 講談社 593.5

すなおさんの魔法の着つけ プレジデント社 593.8

かぎ針で編む四季の行事あみぐるみ アップルミンツ 594.3

斉藤謠子のいま作りたいシンプルな服とかわいい小物 斉藤　謠子／著 NHK出版 594.7

伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ　1.2 タサン　志麻／著 ワニブックス 596 2

おいしいおはなし
本とごちそう研究室
／著

グラフィック社 596

あたらしい本が入りました！



分野 書名 著者 出版社 請求記号

本田朋子のweekly献立 本田　朋子／著 KADOKAWA 596

リュウジ式至高のレシピ リュウジ／著 明石：ライツ社 596

ちょっと昭和な関西の味
さいとう　しのぶ／
著 リーブル 596

ベジカフェ「Fluunt KOFU」の家庭で楽しむヴィーガンレ
シピ

平野　由布／著 徳間書店 596.3

工学 おやつが好き 坂木　司／著 文藝春秋 596.6

温野菜とパンの組み立て方 ナガタ　ユイ／著 誠文堂新光社 596.6

果実とパンの組み立て方 ナガタ　ユイ／著 誠文堂新光社 596.6

卵とパンの組み立て方 ナガタ　ユイ／著 誠文堂新光社 596.6

生野菜とパンの組み立て方 ナガタ　ユイ／著 誠文堂新光社 596.6

はるあんのベストおやつ はるあん／著 ライツ社 596.6

住まいを、整える。 マガジンハウス 597

「ちゃんとしなきゃ!」をやめたら二度と散らからない部屋になりまし
た　家族の悩みも解決編 なぎまゆ／著 KADOKAWA 597.5

心地よく暮らすための掃除と片付け 宝島社 597.9

介護は万事塞翁が馬 桜井　ひろ子／著 新読書社 598.4

その農地、私が買います 高橋　久美子／著 ミシマ社 611.2

多肉植物エケベリアハイブリッド図鑑
エケベリアファンク
ラブ／［著］

コスミック出版 627.7

ウッドデッキの庭実例集 ブティック社 629.7 ｳ

保護犬と暮らすということ 扶桑社 645.6

産業 鳥のお医者さんのためになるつぶやき集 海老沢　和荘／著 グラフィック社 646.8

メダカの飼い方&原色図鑑 佐々木　浩之／著 コスミック出版 666.9

美しい純喫茶の写真集 品川　亮／著
パイインターナ
ショナル

673.9

コストコ超得&裏ワザ徹底ガイド　2022 コスミック出版 675.1

世界「失敗」製品図鑑 荒木　博行／著 日経BP 675.3

覆面アーティストバンクシーの正体 毛利　嘉孝／監修 宝島社 723.3

特別じゃない日 稲　空穂／著 実業之日本社 726.1

90歳セツの新聞ちぎり絵 木村　セツ／ちぎり絵 川崎：里山社 726.9

芸術 日本の路地
パイインターナショ
ナル／編著

パイインターナ
ショナル

748

時代劇聖地巡礼 春日　太一 ミシマ社 778.2

青嵐の庭にすわる 森下　典子／著 文藝春秋 778.2

完全図解ペットボトルロケット講座 造事務所／編 双葉社 781.9 ｿﾞ

羽生　結弦　AERA増刊 2022年2月 朝日新聞出版 784.6

剱人 星野　秀樹／著 山と溪谷社 786.1

おだやかに過ごすはじめてのソロキャンプ モリノネ／著 ワニブックス 786.3

語学 世界ピクト図鑑 児山　啓一／著 ビー・エヌ・エヌ 801.9

超ライティング大全 東　香名子／著 プレジデント社 816

百一 こうの　史代／著 日本文芸社 911.1 ｺｳ

たんぽるぽる 雪舟　えま／著 短歌研究社 911.1 ﾕｷ

文学 千石の夢 佐々木　裕一／著 二見書房 913.6 ｻ

犬神家の戸籍 遠藤　正敬／著 青土社 913.6

今を生きるあなたへ 瀬戸内　寂聴／著 SBクリエイティブ 914.6

もうあかんわ日記 岸田　奈美／著 ライツ社 914.6

死にたいけどトッポッキは食べたい　1.2 ペク　セヒ／著 光文社 929.1

ヨルガオ殺人事件　上,下
アンソニー・ホロ
ヴィッツ／著 東京創元社 933.7 ﾎﾛ



分野 書名 著者 出版社 請求記号

シルバービュー荘にて
ジョン・ル・カレ／
著 早川書房 933.7 ﾙｶ

蒼海館の殺人 阿津川　辰海／著 講談社 BF ｱﾂ

日本SFの臨界点石黒達昌 石黒　達昌／著 早川書房 BF ｲｼ

生きてさえいれば 小坂流加／著 文芸社 BF ｲﾓ

弁護側の証人 小泉　喜美子／著 集英社 BF ｺｲ

異変ありや 佐伯　泰英／著 文藝春秋 BF ｻｴ 6

京都府警あやかし課の事件簿　（１～６） 天花寺　さやか／著 PHP研究所 BF ﾃﾝ 

またあおう 畠中　恵／著 新潮社 BF ﾊﾀ

岡っ引黒駒吉蔵 藤原　緋沙子／著 文藝春秋 BF ﾌｼﾞ

今日もお疲れさま 群　ようこ／著 角川春樹事務所 BF ﾑﾚ

満月珈琲店の星詠み　[3] 望月　麻衣／著 文藝春秋 BF ﾓﾁ 3

美なるを知らず 六道　慧／著 徳間書店 BF ﾘｸ

同志少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬／著 早川書房 F ｱｲ

月曜日の抹茶カフェ 青山　美智子／著 宝島社 F ｱｵ

母の待つ里 浅田　次郎／著 新潮社 F ｱｻ

塞王の楯 今村　翔吾／著 集英社 F ｲﾏ

播磨国妖綺譚 上田　早夕里／著 文藝春秋 F ｳｴ

文学 めぐりんと私。 大崎　梢／著 東京創元社 F ｵｵ

愚かな薔薇 恩田　陸／著 徳間書店 F ｵﾝ

さよならも言えないうちに 川口　俊和／著 サンマーク出版 F ｶﾜ

探花 今野　敏／著 新潮社 F ｺﾝ

暮鐘 今野　敏／著 角川春樹事務所 F ｺﾝ

満天の花 佐川　光晴／著 左右社 F ｻｶﾞ

偽装同盟 佐々木　譲／著 集英社 F ｻｻ

邪教の子 澤村　伊智／著 文藝春秋 F ｻﾜ

倒産続きの彼女 新川　帆立／著 宝島社 F ｼﾝ 2

夏の終り 瀬戸内　寂聴／著 新潮社 F ｾﾄ

ガラスの海を渡る舟 寺地　はるな／著 PHP研究所 F ﾃﾗ

マルチの子 西尾　潤／著 徳間書店 F ﾆｼ

夜が明ける 西　加奈子／著 新潮社 F ﾆｼ

李王家の縁談 林　真理子／著 文藝春秋 F ﾊﾔ

シャムのサムライ山田長政 幡　大介／著 実業之日本社 F ﾊﾞﾝ

畏れ入谷の彼女の柘榴 舞城　王太郎／著 講談社 F ﾏｲ

うつくしが丘の不幸の家 町田　そのこ／著 東京創元社 F ﾏﾁ

疼くひと 松井　久子／著 中央公論新社 F ﾏﾂ

蝶の眠る場所 水野　梓／著 ポプラ社 F ﾐｽﾞ

N 道尾　秀介／著 集英社 F ﾐﾁ

桜風堂夢ものがたり 村山　早紀／著 PHP研究所 F ﾑﾗ

本が紡いだ五つの奇跡 森沢　明夫／著 講談社 F ﾓﾘ

ばにらさま 山本　文緒／著 文藝春秋 F ﾔﾏ

ミカエルの鼓動 柚月　裕子／著 文藝春秋 F ﾕｽﾞ



分野 書名 著者 出版社 請求記号

大人も知らない?ふしぎ現象事典
「ふしぎ現象」研究
会／編

マイクロマガジン
社

049.1

古墳のなぞがわかる本 河野　正訓／監修 岩崎書店 210.3

エコでござる（全3巻） 石川　英輔／監修 鈴木出版 210.5 1

国旗えじてん 吹浦　忠正 株式会社パイイン
ターナショナル

288.9

数学アタマがぐんぐん育つ算数の実験大図鑑 ＤＫ社／編著 新星出版社 410.7

児童書 論理的思考力が育つ10歳からのおもしろフェルミ推定 横山　明日希
株式会社くもん出
版

417

知識 サバイバルシリーズ　（16冊） ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 451

天気を知って備える防災雲図鑑 荒木　健太郎／著 文溪堂 451

恐竜と鳥の似ているところ 真鍋　真 株式会社　理論社 457.8

鳥にちかい恐竜図鑑 真鍋　真 株式会社　理論社 457.8

ふしぎ!光る生きもの大図鑑 近江谷　克裕／著 国土社 464

小学生からのSDGs 深井　宣光／著 KADOKAWA 519

たのしい日曜工作集 公楽　工暉／著 誠文堂新光社 K 592 

おしゃれ&キレイモデルみたいになれるBOOK
めちゃカワ！！おしゃ
れガール委員会／著 新星出版社 595

超難問挑戦まちがいさがし　空飛ぶ魔法編
このみ・プラニング
／作 あかね書房 798.3

トムとジェリーのまちがいさがししゅっぱつ!世界遺産をめぐ
る旅

宮内　哲也／絵 河出書房新社 798.3

5分後に意外な結末ex 琥珀にとじこめられた未来 桃戸　ハル／編著 学研プラス 908.3 ｺﾞﾌ

わくわく子ども俳句スクール　1～３ おおぎやなぎ　ちか／著 国土社 911.3

チーム怪盗JET　1～３ 一ノ瀬　三葉／作 集英社 BF ｲﾁ

たんじょうびはジェットコースター こすぎ　さなえ／作 PHP研究所 F ｺｽ

探検!いっちょかみスクール　怪盗の後継者編 宗田　理／作 静山社 F ｿｳ

児童書 あしたへの翼 中島　信子／著 汐文社 F ﾅｶ

読み物 ふしぎな声が町じゅうで ほしお　さなえ／作 徳間書店 F ﾎｼ 5

星新一YAセレクション 星　新一／作 理論社 F ﾎｼ

ほねほねザウルス　25
カバヤ食品株式会社
／原案・監修 岩崎書店 F ﾎﾈ

ようかい村のようかいばあちゃん 最上　一平／作 新日本出版社 F ﾓｶﾞ

一さつのおくりもの 森山　京／作 講談社 F ﾓﾘ

暗号サバイバル学園　03,04 山本　省三／作 学研プラス F ﾔﾏ

ながぐつくんとあまがさちゃん 中川　ひろたか／文 自由国民社 E ﾀ 6

ルージュベックのだいぼうけん アガット・デモワ／さく KTC中央出版 E ｱｶﾞ

1日10分でちずをおぼえる絵本
あきやまかぜさぶろ
う／著 白泉社 E ｱｷ

十二支のおはなしと十二支がかけるほん
アキヤマ　ヒカル／
文

JTBパブリッシング E ｱｷ

じゅうじゅうじゅう あずみ虫／さく 福音館書店 E ｱｽﾞ

絵本 ふたをぱかっ 新井　洋行／作・絵 KADOKAWA E ｱﾗ

のぞいてみようクリスマス
アナ・ミルボーン／
ぶん 大日本絵画 E ｱﾚ

モミの木 ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセン／作

アノニマ・スタジオ E ｱﾝ

あるあるいるいるようかいえほん いちよんご／作絵 金の星社 E ｲﾁ

かずのえほん いもとようこ／作絵 金の星社 E ｲﾓ

あかちゃんごおしゃべりえほん
かしわらあきお／さ
く・え 主婦の友社 E ｶｼ

こおりのむこうに かじり　みな子／さく 偕成社 E ｶｼﾞ

ありえない! エリック・カール／作 偕成社 E ｶﾙ



分野 書名 著者 出版社 請求記号

ももたろう ガタロー☆マン／作 誠文堂新光社 E ｶﾞﾀ 1

おおきなかぶ～ ガタロー☆マン／作 誠文堂新光社 E ｶﾞﾀ 2

眼鏡会議 菊野　葉子／さく・え 文芸社 E ｷｸ

おもちちゃん きたがわ　めぐみ／作 アリス館 E ｷﾀ

ノラネコぐんだんふねにのる 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ｸﾄﾞ

ゆめぎんこう コンドウ　アキ／著 白泉社 E ｺﾝ

ゆめぎんこうちいさなおきゃくさま コンドウ　アキ／著 白泉社 E ｺﾝ

とらはえらい 五味　太郎／作 クレヨンハウス E ｺﾞﾐ

テオのふしぎなクリスマス
キャサリン・ランデ
ル／文 ゴブリン書房 E ｻｯ

かべのすきま 中西　翠／文 アリス館 E ｻﾜ

きみとぼくがつくるもの
オリヴァー・ジェ
ファーズ／さく ほるぷ出版 E ｼﾞｪ

街どろぼう ｊｕｎａｉｄａ／著 福音館書店 E ｼﾞｭ

ようかいむらのにこにこまめまき たかい　よしかず／作・絵 国土社 E ﾀｶ

きょうふのしりとり 武田　美穂／作 ほるぷ出版 E ﾀｹ

すいかのプール アンニョンタル／作 岩波書店 E ﾀﾙ

スモンスモン
ソーニャ・ダノウス
キ／文・絵 岩波書店 E ﾀﾞﾉ

マロングラッセ だるま森／作 BL出版 E ﾀﾞﾙ

チョコレートパン 長　新太／さく 福音館書店 E ﾁｮ

めがねがね
ｔｕｐｅｒａ　ｔｕ
ｐｅｒａ／さく

ひさかたチャイルド E ﾂﾍﾟ

6ぴきのカエルとひえひえのよる つるた　あき／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ﾂﾙ

どうぶつえんをのぞいてみよう アナ・ミルボーン／ぶん 大日本絵画 E ﾃﾞｲ

カシュカシュのまちでかくれんぼ アガット・デモワ／さく KTC中央出版 E ﾃﾞﾓ

オニガシマラソン トロル 教育画劇 E ﾄﾛ

チリとチリリよるのおはなし どい　かや／作 アリス館 E ﾄﾞｲ

絵本 たすひくねこ にわ／さく マイクロマガジン社 E ﾆﾜ

よるはおやすみ はっとり　さちえ／作 福音館書店 E ﾊﾂ

はらぺこサンタのクリスマス はらぺこめがね／作 ほるぷ出版 E ﾊﾗ

もしかしたら コビ・ヤマダ／さく パイインターナショナル E ﾊﾞﾛ

おしっこおしっこどこでする?
レスリー・パトリセ
リ／え・ぶん

パイインターナショナル E ﾊﾟﾄ

ながいながいねこのおかあさん キューライス／ぶん 白泉社 E ﾋｸﾞ

カメレオンくんきみのいろにへ～んしん!
アニータ・ビスタボ
シュ／文・絵

パイインターナショナル E ﾋﾞｽ

クロべぇ ふくだ　いわお／作 光村教育図書 E ﾌｸ

ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本　四郎／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾌｼﾞ

オレ、おおきくなるのいや デヴ・ペティ／ぶん マイクロマガジン社 E ﾍﾟﾃ

オレ、なんにもしたくない デヴ・ペティ／ぶん マイクロマガジン社 E ﾍﾟﾃ

なんではをみがくの? じゅんじゅん博士／作 一世出版 E ﾎﾜ

ファーガスどーこだ? マイク・ボルト／作 偕成社 E ﾎﾞﾙ

くまちゃんがちいさくなっちゃった トム・エリヤン／文 光村教育図書 E ﾏﾂ

モナ・リザをぬすんだのはだれ? ルーシー・ナップ／文 岩波書店 E ﾏﾂ

ちいさなねずみのクリスマス
アン・モーティマー
／作・絵 徳間書店 E ﾓｰ

くらいのなんか〈そんなに〉こわくない アンナ・ミルボーン／文 すばる舎 E ﾘｴ



以下の手順で、「新規パスワード登録」をお願いします。

①

②　「利用照会」をクリックし、「新規パスワード登録」を選択。

③　必要事項を記入してログインする。

※電話番号は、図書室で利用登録した際に記入した番号を記入してください。

④　パスワードとメールアドレスを登録する。

①　京丹波町どこでも図書館のページを開く。

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/kyotamba/webopac/index.do

※携帯の場合はここから。

裏表紙に案内している「ほんサーチ」をつかう前に、



Webサイト「ほんサーチ」のご案内

「ほんサーチ」とは・・・

町内図書室の本や、京都府内の図書館の本が、
いつでもどこでも検索できる、Webサイトです。

さらに！

検索した本、予約や、取り寄せリクエストも、
そのままできます。

ぜひ、ご活用ください。

※ご利用の前に、新規パスワード登録が必要です。（裏面参照）

※取り寄せリクエストは、本や図書館の状況によって、
　取り寄せに時間がかかったり、取り寄せられなかったり、
　します。あらかじめご了承ください。

京丹波町どこでも図書館ホームページへのリンク

本を探す範囲を選ぶ。

町内にある本　　
　⇒町内図書室の蔵書

取り寄せやすい本（オススメ！）
　⇒町内か府立図書館の蔵書で、取り寄せできる
　　可能性が高い本。

取り寄せられない本も含む
　⇒上記のほか、京都府内の他の図書室の蔵書を含み、
　　本の状態等によっては、取り寄せできない本があ
　　る。

貸し出せない本も含む
　⇒上記のほか、大学図書館などの「館内閲覧」限定
　　の本を含み、取り寄せられなかったり、町内図書
　　室の中での閲覧のみ可能で、図書室の外に持って
　　出てはいけない本がある。

ここに検索する言葉を入力

ほんサーチに関する
お問い合わせ先

京丹波町教育委員会
0771-84-0028


