
日吉地区センター　貸し出し図書リスト R2.7.1現在

予約番号 図書名 作者 出版社
1 豆の上で眠る 湊かなえ 新潮文庫
2 地下鉄に乗って 浅田次郎 講談社文庫
3 神様ゲーム 麻耶雄嵩 講談社文庫
4 今夜は眠れない 宮部みゆき 角川文庫
5 悲嘆の門（上） 宮部みゆき 新潮文庫
6 悲嘆の門（中） 宮部みゆき 新潮文庫
7 悲嘆の門（下） 宮部みゆき 新潮文庫
8 汚れちまった道（上） 内田康夫 祥伝社文庫
9 汚れちまった道（下） 内田康夫 祥伝社文庫
10 津軽殺人事件 内田康夫 光文社文庫
11 江田島殺人事件 内田康夫 講談社文庫
12 琵琶湖周航殺人歌 内田康夫 講談社文庫
13 朝日殺人事件 内田康夫 角川文庫
14 志摩半島殺人事件 内田康夫 祥伝社文庫
15 本因坊殺人事件 内田康夫 角川文庫
16 三州吉良殺人事件 内田康夫 角川文庫
17 殺人現場は雲の上 東野圭吾 光文社文庫
18 嘘をもうひとつだけ 東野圭吾 講談社文庫
19 変身 東野圭吾 講談社文庫
20 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社文庫
21 片想い 東野圭吾 文春文庫
22 手紙 東野圭吾 文春文庫
23 レイクサイド 東野圭吾 文春文庫
24 パラレルワールド・ラブストーリー 東野圭吾 講談社文庫
25 ダイイング・アイ 東野圭吾 光文社文庫
26 ポニーテール 重松清 新潮文庫
27 リビング 重松清 中公文庫
28 カカシの夏休み 重松清 文春文庫
29 大富豪同心  八巻卯之吉放蕩記　 幡大介 双葉文庫
30 蟻地獄 板倉俊之 新潮文庫
31 舌戦　百万石の留守居役（十三） 上田秀人 講談社文庫
32 人間・本田宗一郎　夢を駆ける 大下英治 光文社文庫
33 横浜異人街事件帖 白石一郎 文春文庫
34 神酒クリニックで乾杯を 知念実希人 角川文庫
35 棟居刑事の憤怒 森村誠一 角川文庫
36 日の昇る国へ　新・古着屋総兵衛　第十八巻 佐伯泰英 新潮文庫
37 武士の賦　居眠り磐音 佐伯泰英 文春文庫
38 小夜しぐれ　みをつくし料理帖 髙田郁 角川春樹事務所
39 想い雲　みをつくし料理帖 髙田郁 角川春樹事務所



40 花散らしの雨　みをつくし料理帖 髙田郁 角川春樹事務所
41 月の炎 板倉俊之 新潮社
42 モンスターＵ子の嘘 越智月子 小学館
43 名君　肥後の銀合　細川重賢 童門冬二 実業之日本社
44 気楽に生きれば自分が活きる 本田信一 ビジネス社
45 横浜吉田新田と吉田勘兵衛 斉藤司 岩田書院
46 蘆花と水俣 入口善久 自由塾
47 図説　坂本龍馬 小掠克巳　土居晴夫 戎光祥出版

児童書
48 大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー 偕成社
49 大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる プロイスラー 偕成社
50 大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる プロイスラー 偕成社
51 おれ、パグのゴエモン 笠原靖 学習研究社
52 二分間の冒険 岡田淳 偕成社
53 続　車のいろは空のいろ あまんきみこ ポプラ社
54 カプセルブタにごようじん いわままりこ 岩崎書店
55 こちら夢売り株式会社 いわままりこ 岩崎書店
56 怪盗道化師 はやみねかおる 講談社
57 犯人をよびだせ 三田村信行 ＰＨＰ研究所
58 ことわざ絵本　PART-2 五味太郎 岩崎書店
59 小学生の大疑問１００ 子どもニュースプロジェクト 講談社
60 ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ あすなろ書房
61 幽霊屋敷で魔女と 山中恒 理論社

対象 課題図書

62 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上一平 新日本出版社
63 おれ、よびだしになる 中川ひろたか アリス館
64 タヌキのきょうしつ 山下明生 あかね書房
65 ながーい5ふんみじかい５分 リズ・ガートン・スキャンロン 光村教育図書
66 青いあいつがやってきた? 松井ラフ 文研出版
67 ねこと王さま ニック・シャラット 徳間書店
68   ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ・ポール さ・え・ら書房
69  北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 中山由美 学研プラス
70 ヒロシマ消えたかぞく 指田和 ポプラ社
71 月と珊瑚（るなとさんご） 上條さなえ 講談社
72 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ 岩崎書店
73 風を切って走りたい!:夢をかなえるバリアフリー自転車 高橋うらら 金の星社
74 天使のにもつ いとうみく 童心社
75 １１番目の取引 アリッサ・ホリングワース 鈴木出版
76 平和のバトン:広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶 弓狩匡純 くもん出版

※ おひとり１冊１週間（課題図書以外は次の予約がなければ延長可）

　　お電話で予約　　TEL 045-561-6767

　　ご本人の図書カードをご持参ください。（カードNO.を控えます）
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