
通算・総合
2005.1～2022.3

臨床真理
柚月 裕子∥著 出版年：2009

出版社：宝島社 分類：913.6

臨床心理士・佐久間美帆が担当した青年・藤木司は、人の
感情が色でわかる「共感覚」を持っていた……。美帆は友人
の警察官と共に、少女の死の真相に迫る！
著者のすべてが詰まった鮮烈なデビュー作！

利用回数
200回

利用回数
194回

利用回数
194回

最後の証人

柚月 裕子∥著

出版年：2010
出版社：宝島社
分類：913.6

おばけのてんぷら

せな けいこ∥さく え 出版年：1976
出版社：ポプラ社 分類：E

うさこが、ごきげんでてんぷらをあげていると、においにつ
られた山のおばえが、そーっとしのびこんできて、さぁたいへ
ん！

かいけつゾロリの
はちゃめちゃ

テレビ局

原 ゆたか∥さく え

出版年：2011
出版社：ポプラ社
分類：J913.6



通算・一般
2005.1～2022.3

臨床真理
柚月 裕子∥著 出版年：2009

出版社：宝島社 分類：913.6

臨床心理士・佐久間美帆が担当した青年・藤木司は、人の
感情が色でわかる「共感覚」を持っていた……。美帆は友人
の警察官と共に、少女の死の真相に迫る！
著者のすべてが詰まった鮮烈なデビュー作！

利用回数
200回

利用回数
194回

利用回数
194回

最後の証人
柚月 裕子∥著 出版年：2010

出版社：宝島社 分類：913.6

元検察官の佐方貞人は、刑事事件を専門に扱うやり手弁護
士だ。そんな佐方の許に、かつて在籍した地検の所在地で起
きた殺人事件の弁護依頼が舞い込む。物的証拠、状況証拠と
もに、依頼人が犯人であることを示していた。世間やマスコ
ミの誰もが、依頼人に勝ち目はないと見ていた。

夢幻花
東野 圭吾∥著 出版年：2013

出版社：ＰＨＰ研究所 分類：913.6

退職し、花を愛でながら悠々自適な生活を送っていた老
人・秋山周治が殺された。遺体の第一発見者は孫娘の梨乃。
梨乃は祖父の死後、庭から消えた黄色い花のことが気にかか
り、花の写真をブログにアップする。



通算・雑誌
2017.1～2022.3

（雑誌の保存期間は5年間です。）

利用回数
51回

利用回数
47回

利用回数
38回

すてきにハンドメイド ２０１７年１１月号

出版社：ＮＨＫ出版 出版年：2017

記事内容：腹巻・帽子・セーター・アフガン編みマフラー・
アラン模様バッグ

天然生活 ２０１８年４月号

出版社：扶桑社 出版年：2018

記事内容：ちょっと知りたい 暮らしの知恵／牧田敬子さん
ふわり淡色、春めく料理

天然生活 ２０１７年１０月号

出版社：扶桑社 出版年：2017

記事内容：「働きもの」の服／お茶とおやつ



通算・郷土
2005.1～2022.3

銀河鉄道の夜

宮澤 賢治∥原作 出版年：2011
出版社：理論社 分類：KJ913

病気の母に代わって、学校が終わってから活版所で働く
小学生のジョバンニは、星祭りの夜、町外れの丘（おか）の
上で、夜空からやってきた銀河鉄道に飛び乗る。そこには、
親友のカムパネルラがすでに乗っていて…。

利用回数
132回

利用回数
108回

利用回数
82回

つなみてんでんこ はしれ、上へ！

指田 和∥文 出版年：2013
出版社：ポプラ社 分類：726.1

２０１１年３月１１日のあの日、おおつなみをみんなで生きの
びた釜石の子どもたちのすがたをえがきます。

遺体

石井 光太∥箸 出版年：2011
出版社：新潮社 分類：HK369.31

東日本大震災。生き延びた者は、膨大な数の死者を前に、
立ち止まることすら許されなかった－。遺体安置所をめぐる
極限状態に迫るルポルタージュ。『週刊ポスト』『新潮４５』
掲載に加筆修正し、書き下ろしを加えて書籍化。

書
影
な
し



通算・ヤングアダルト
2005.1～2022.3

鹿の王 上

上橋 菜穂子∥箸 出版年：2014
出版社：KADOKAWA 分類：YA913.6

強大な帝国から故郷を守るため、死兵となった戦士団<
独角>。その頭であったヴァンは、岩塩鉱に囚われていた。
ある夜、犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。 その
隙に逃げ出したヴァンは幼い少女を拾うが!?

利用回数
91回

利用回数
79回

利用回数
76回

鹿の王 下

上橋 菜穂子∥箸 出版年：2014
出版社：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 分類：YA913.6

何者かに攫われたユナを追うヴァン。同じ頃、医術師ホッ
サルは移住民に広がる謎の病の治療法を探していた。ヴァ
ンとホッサル。ふたりの男たちが愛する人々、この地に生きる
人々を守るため、選んだ道は――!?

AKB48、被災地へ行く

石原 真∥著 出版年：2015
出版社：岩波書店 分類：HK767.8

アイドルとして何かできることがあるのだろうか?そんな
問いかけから始まったAKB48グループの被災地訪問。ス
テージトラックでのミニライブやハイタッチ会、被災地の
人々との交流…。人気アイドルたちの知られざる姿を紹介
します。



通算・児童
2005.1～2022.3

かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局

原 ゆたか∥さく え 出版年：2011
出版社：ポプラ社 分類：J913.6

つぶれかけのテレビ局にのりこんだゾロリたちは面白い番組
をつくろうとしますが、クレーマーがおしかけてきて…。

利用回数
194回

利用回数
189回

利用回数
175回

かいけつゾロリあついぜ！ラーメンたいけつ

原 ゆたか∥さく え 出版年：2001
出版社：ポプラ社 分類：J913.6

ラーメン王がおいしいと雑誌に紹介するとそのラーメン屋はあっという
間に行列のできるラーメン屋になるという。その噂を聞きつけたゾロリは
自分がラーメン王になりすますことに…。

書
影
な
し

かいけつゾロリの
きょうふのカーレース

原 ゆたか∥さく え
出版社：ポプラ社
出版年：1997
分類： J913.6 

暑い夏、こんな時カッチョイイスポーツ
カーがあれば快適な修業の旅ができるの
に。でもゾロリ達には９５円しかありませ
ん。そこで見つけたポスター、３人はアイス
バーを買ってスポーツカーをあてますが
…。

かいけつゾロリの
だ・だ・だ・だいぼうけん！
かいけつゾロリ 後編

原 ゆたか∥さく え
出版社：ポプラ社
出版年：2010 分類J913.6

宝さがしでやってきた、ガパール山のふもと
のガパパ村では、なぞの病気が大流行。ゾロ
リたちはこんなんをのりこえて、病気をなおす
くすりの材料を持ちかえりますが…。

書
影
な
し



通算・絵本
2005.1～2022.3

アナと雪の女王

斎藤 妙子∥構成 文 出版年：2014
出版社： 講談社 分類：E

ゆきや、こおりをあやつるまほうのちからをもつエルサは、
ある日、いもうとのアナに、まちがってこおりをぶつけてしま
いました。それからふたりは、べつべつにそだてられること
に。

利用回数
196回

利用回数
168回

利用回数
164回

おばけのてんぷら

せな けいこ∥さく え 出版年：1976
出版社：ポプラ社 分類：E

うさこが、ごきげんでてんぷらをあげていると、においにつ
られた山のおばえが、そーっとしのびこんできて、さぁたいへ
ん！

崖の上のポニョ

宮崎 駿∥原作 脚本 監督 出版年：2008
出版社：徳間書店 分類：E

がけの上の家にすむ、５さいの男の子「そうすけ」。びんに
はまってうごけなくなっているところを、そうすけにひろわれ
たポニョ。やさしいそうすけがすきになり、人間の女の子に
なりますが…。



通算・紙芝居
2005.1～2022.3

利用回数
42回

利用回数
41回

利用回数
37回

きゅうきゅうしゃのきゅうちゃん

新沢 としひこ∥箸 出版年：2017
出版社：童心社 分類：C

内容：きゅうきゅうしゃのきゅうちゃんに、うさぎちゃんから連絡が入りました。かけつける
とかばくんが大変なことになっていて・・・。

アンパンマンとロールパンナ

やなせ たかし∥箸 出版年：1999
出版社：フレーベル 分類：C

内容：ロールパンナちゃんがうまれたお話しです。

アンパンマンとおばけさわぎ

やなせ たかし∥箸 出版年：2005
出版社：フレーベル館 分類：C

内容：おばけに会ったことをジャムおじさんに話しをすると、おばけを作ってみようという
ことに・・・。

アンパンマンとマジカちゃん

やなせ たかし∥箸 出版年：2005
出版社：フレーベル館 分類：C

内容：マジカちゃんは子どもの魔女。ある日バイキンマンに「そのそうじきでアンパンマ
ンを吸い込むことはできないだろう」と言われて・・・。


