
イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

大阪市立住之江図書
館	

あなたがつくる図書館福袋	

『山田県立山田小学校　ポンチでピンチ!?山田島』	 　	

『レイクサイド』	 　	

『レッドウォール伝説　勇者の剣』	 　	

『われ笑う、ゆえにわれあり』	 　	

『困ってるひと』	 　	

エクストリーム工作ノ教科書	 　	

絵手紙レッスン	 　	

おかあさんのための危ない加工食品のはなし	 　	

おべんとうの時間	 　	

紙袋おりがみ	 　	

きいろいことり	 　	

佐賀のがばいばあちゃん	 　	

シートン動物記	 　	

体験！子ども寄席　１	 　	

体験！子ども寄席１	 　	

統計でウソをつく法	 　	

ドラゴンボール　１巻	 　	

はげまして　はげまされて	 　	

パセリ伝説	 　	

ひるもよるも名探偵	 　	

ぷっぺとせんとうおとうさん	 　	

マカン・マラン	 　	

優しい音楽	 　	

雪の結晶ノート	 　	

よわむしおばけ	 　	

わたしたちのてんごくバス	 　	

大阪市立住吉図書館	戦国読書会	

週刊「日本の100人」創刊号//ディアゴスティーニ	 　	

真田幸村-大阪冬の陣　夏の陣-学研まんが日本史）/樋口清之　監修/学研	 　	

馬上少年過ぐ：改版/司馬遼太郎/新潮社	 　	

大阪市立大正図書館	本の海（2）～大正で知る沖縄～	

 The Miyakojima -海楽図鑑-/舘石 昭/著/水中造形センター	 9784915275753 	

 いちむし -沖縄の方言で楽しむ生き物- 動物編/屋比久 壮実/著/アクアコーラル企画	 978-4-9901917-95	

 いりおもて -海と森と人と山猫-/横塚 真己人/著/小学館	 9784096815113 	

 おきなわの祭り/沖縄タイムス社/編/沖縄タイムス社	 　	

 こどもたちのオキナワ -1955-1965-/山田 実/著/池宮商会	 9784871800174 	

 たからのうみの、たからもの。/古谷 千佳子/著/河出書房新社	 978-4-309-270173	

 ヌジャン -中村幸裕写真集-/中村 幸裕/著/那覇出版社	 　	

 ヤマトゥのなかの沖縄(ウチナー)/大阪人権博物館/編集/大阪人権博物館	 　	

 ゆかいな魚大集合 -井上慎也写真集-/井上 慎也/著/講談社	 9784062664516 	

 栄光への軌跡 -沖縄尚学、感動の春ふたたび-/沖縄タイムス社/編集/沖縄タイムス社	 978-4-87127-1868	

 岡本太郎の沖縄/岡本 太郎/撮影/日本放送出版協会	 9784140805381 	

 沖縄の冠婚葬祭/那覇出版社/編/那覇出版社	 　	

 沖縄の石造文化/福島 駿介/著/沖縄出版	 　	

 沖縄紅型 -城間栄喜作品集-/城間 栄喜/著/京都書院	 　	

 沖縄染織王国へ(とんぼの本)/與那嶺 一子/著/新潮社	 978-4-10-6021879	

 沖縄伝統旅行 -わたしたちのニライカナイを求めて。-/東雲 薫/文・写真/角川グループパブリッシング(発売)	 978-4-04-8990141	

 沖縄名作の舞台/琉球新報社/編/琉球新報社	 9784897420493 	

 興南熱闘の足跡 -第82回選抜高校野球優勝記念グラフ-/沖縄タイムス社/編集/沖縄タイムス社	 978-4-87127-1981	

 孤島の発見 -沖縄・宮古島 原初の力を浴びにゆく-(GAIART COLLECTION)/和田 文夫/写真・文/英治出版(発売)	 978-4-902382-037	

 荒木センチメンタル沖縄 -1971-2005-/荒木 経惟/著/アートン	 9784861930256 	

 七がつエイサー -沖縄の盆おどり-/儀間 比呂志/さく/福音館書店	 　	

 尚家継承琉球王朝文化遺産/琉球新報社/編集/琉球新報社	 　	

 図説琉球の染めと織り(ふくろうの本)/児玉 絵里子/著/河出書房新社	 9784309760650 	

 青い目が見た「大琉球」 :改版 -19th century Ryukyu in western art and illustration-/ラブ・オーシュリ/編著/新日本教育図書(発売)	 9784931314429 	

 大阪ウチナーンチュ -フォト・ドキュメンタリー-/太田 順一/著/ブレーンセンター	 9784833905268 	

 南の島の自然観察 -沖縄の身近な生き物と友だちになろう-/土屋 誠/共編/東海大学出版会	 9784486011590 	

 南へ 1 沖縄・奄美にいってみる/鹿子 狂之介/編著/えあ社東京支社	 　	

 美(ちゅ)ら島の生物ウォッチング100/土屋 誠/編著/東海大学出版会	 978-4-486-020097	

 琉球の酒器 -翁長良明コレクション-/宮城 篤正/監修/翁長良明	 　	

 琉球紅型/兒玉 絵里子/著/ADP	 978-4-903348-254	

 琉球国絵図史料集 第1集 正保国絵図及び関連史料/沖縄県教育委員会文化課琉球国絵図史料集編集委員会/編集/緑林堂書店(発売)	 9784947667151 	

 琉球国絵図史料集 第2集 元禄国絵図及び関連史料/沖縄県教育委員会文化課琉球国絵図史料集編集委員会/編集/緑林堂書店(発売)	 　	
 琉球国絵図史料集 第3集 天保国絵図・首里古地図及び関連史料/沖縄県教育委員会文化課琉球国絵図史料集編集委員会/編集/緑林
堂書店(発売)	 9784947667175 	

 琉舞 -石田和歌画集-/石田 和歌/著/講談社	 9784062050562 	

[-しかけ本] エイサーだいこでちむどんどん(おきなわのしかけ絵本 1)/松田 幸子/作/ジグゼコミュニケーションズ	 978-4-9906517-18	

[雑誌巻号] うるま -沖縄通信- 2000年11月号 / 3巻11号//三浦クリエイティブ	 　	

[雑誌巻号] うるま -沖縄通信- 2003年3月号 / 6巻3号 / No.60//三浦クリエイティブ	 　	

[雑誌巻号] うるま -沖縄通信- 2003年5月号 / 6巻5号 / No.62//三浦クリエイティブ	 　	

[雑誌巻号] うるま -沖縄通信- 2004年2月号 / 7巻2号 / No.71//三浦クリエイティブ	 　	

[雑誌巻号] うるま-沖縄通信- 2001年11月号 / 4巻11号 / No.44//三浦クリエイティブ	 　	

大阪市立中央図書館	読書交流会	

 7月24日通り(新潮文庫 よ-27-3)/吉田 修一/著/新潮社	 978-4-10-1287539	

 アツイコトバ/杉村 太郎/著/中経出版	 9784806121206 	

 いでんしくみかえさくもつのないせいかつ/手島 奈緒/著/雷鳥社	 978-4-8441-36460	

 うまくいっている人の考え方 :完全版(ディスカヴァー携書 100)/ジェリー・ミンチントン/[著]/ディスカヴァー・トゥエンティワン	 978-4-7993-13282	

 カンガルー日和(講談社文庫)/村上 春樹/[著]/講談社	 9784061838581 	

 しぐさで読む美術史(ちくま文庫 み31-3)/宮下 規久朗/著/筑摩書房	 978-4-480-433183	

 しんこ細工の猿や雉(文春文庫)/田辺 聖子/著/文芸春秋	 9784167153281 	

 プリズンホテル/浅田 次郎/著/徳間書店	 9784191250833 	

 ヘタな人生論よりイソップ物語/植西 聡/著/河出書房新社	 9784309242446 	

 ぼくを探しに/シルヴァスタイン/作/講談社	 9784061129832 	

 悪女について :改版(新潮文庫 あ-5-19)/有吉 佐和子/著/新潮社	 4-10-113219-4	

 覚えない記憶術 -精神科医が教える-/樺沢 紫苑/著/サンマーク出版	 978-4-7631-35162	

 京都ぎらい(朝日新書 531)/井上 章一/著/朝日新聞出版	 978-4-02-2736314	

 金持ち父さん貧乏父さん -アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学-/ロバート・キヨサキ/著/筑摩書房	 9784480863300 	

 銀色のあしあと -対談-/三浦 綾子/著/いのちのことば社	 9784264009795 	

 銀色のあしあと(講談社文庫)/三浦 綾子/[著]/講談社	 9784062646826 	

 古事記は日本を強くする -神話がわかれば「日本人」がわかる-/中西 輝政/著/徳間書店	 978-4-19-8633356	

 幸せな王子/オスカー・ワイルド/原作/リトルモア	 9784898151662 	
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イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

大阪市立中央図書館	読書交流会	

 幸せになる勇気(自己啓発の源流「アドラー」の教え 2)/岸見 一郎/著/ダイヤモンド社	 978-4-478-066119	

 黒猫の遊歩あるいは美学講義/森 晶麿/著/早川書房	 978-4-15-2092489	

 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない -A Lollypop or A Bullet-/桜庭 一樹/著/富士見書房	 978-4-8291-76344	

 私の脳で起こったこと -レビー小体型認知症からの復活-/樋口 直美/著/ブックマン社	 978-4-89308-8437	

 小説・秒速5センチメートル -A chain of short stories about their distance-(MF文庫ダ・ヴィンチ し-6-1)/新海 誠/著/メディアファクトリー	 978-4-8401-48573	

 小僧の神様 :改版 -他十篇-(岩波文庫)/志賀 直哉/作/岩波書店	 9784003104620 	

 青春の蹉跌 :改版(新潮文庫)/石川 達三/著/新潮社	 9784101015224 	

 川端康成集 -片腕-(ちくま文庫 ふ36-1)/川端 康成/著/筑摩書房	 4-480-42241-2	

 大峯千日回峰行 -修験道の荒行-/塩沼 亮潤/著/春秋社	 978-4-393-135402	

 沈める滝(新潮文庫)/三島 由紀夫/著/新潮社	 　	

 天国の扉 :改訂版 -未来への幸せをめざして-/千乃 裕子/著/エルアール出版	 978-4-915502-002	

 天切り松闇がたり 第1巻 闇の花道/浅田 次郎/著/集英社	 9784087744040 	

 兎の眼(角川つばさ文庫 Bは2-1)/灰谷 健次郎/作/角川グループホールディングス(発売)	 978-4-04-6313195	

 怒り始めた娘たち -「母娘ストレス」の処方箋-/香山 リカ/著/新潮社	 978-4-10-3363712	

 日本から男の子を育てる場所が消えていく -ボーイスカウトの凋落が日本をダメにした!-(主婦の友新書 035)/喜多 由浩/著/主婦の友社	 978-4-07-2811054	

 日本語が亡びるとき -英語の世紀の中で-/水村 美苗/著/筑摩書房	 978-4-480-814968	

 買い物とわたし -お伊勢丹より愛をこめて-(文春文庫 や62-1)/山内 マリコ/著/文藝春秋	 978-4-16-7905828	

 買おうかどうか/岸本 葉子/著/双葉社	 978-4-575-301540	

 秘密のアキラさん -自分を変える究極の45のルール-/川邊 明/著/星雲社(発売)	 978-4-434-219221	

 霧のむこうのふしぎな町(講談社文庫)/柏葉 幸子/[著]/講談社	 　	

 娘が母を拒むとき -癒しのレッスン-/イヴリン・S・バソフ/著/創元社	 9784422111773 	

 林真理子の名作読本(文春文庫)/林 真理子/著/文藝春秋	 9784167476281 	

[-しかけ本] あかあかくろくろ(いっしょにあそぼ)/柏原 晃夫/作・絵/学研マーケティング(発売)	 978-4-05-2033025	

大阪市立鶴見図書館	読書交流会	

 あるはれたひに(大型版あらしのよるにシリーズ 2)/きむら ゆういち/作/講談社	 9784062106320 	

 いたいけな瞳 1(ぶ〜けコミックスワイド版 234)/吉野 朔実/著/集英社	 4-08-860234-X	

 おみせやさん(こどものとも 333)/伊藤 秀男/作/福音館書店	 　	

 キリンの子 -鳥居歌集-/鳥居/著/KADOKAWA	 978-4-04-8656337	

 こゝろ(角川文庫)/夏目 漱石/[著]/角川書店	 9784041001127 	

 ストーナー/ジョン・ウィリアムズ/著/作品社	 978-4-86182-5002	

 セーラー服の歌人 鳥居 -拾った新聞で字を覚えたホームレス少女の物語-/岩岡 千景/著/KADOKAWA	 978-4-04-8656320	

 トニオ・クレーゲル ヴェニスに死す :改版(新潮文庫 マ-1-1)/トーマス・マン/[著]/新潮社	 978-4-10-2022016	

 ポケット詩集/田中 和雄/編/童話屋	 9784887470033 	

 ランドセル俳人の五・七・五 -いじめられ行きたし行けぬ春の雨-/小林 凛/著/ブックマン社	 978-4-89308-7997	

 仮面の告白 :改版(新潮文庫)/三島 由紀夫/著/新潮社	 9784101050010 	

 人間失格 :改版(新潮文庫 た-2-5)/太宰 治/著/新潮社	 9784101006055 	

 数学入門 下(岩波新書 青版)/遠山 啓/著/岩波書店	 9784004160052 	

 数学入門 上(岩波新書 青版)/遠山 啓/著/岩波書店	 9784004160045 	

 中国の古典文学 7 西遊記 上//さ・え・ら書房	 9784378017075 	

 中国の古典文学 8 西遊記 下//さ・え・ら書房	 9784378017082 	

 南総里見八犬伝(中公文庫)/平岩 弓枝/文/中央公論社	 9784122024151 	

 日本の色辞典/吉岡 幸雄/著/紫紅社	 9784879405494 	

 燃えよ剣 下巻(新潮文庫)/司馬 遼太郎/著/新潮社	 9784101152097 	

 燃えよ剣 上巻(新潮文庫)/司馬 遼太郎/著/新潮社	 9784101152080 	

 伏 -贋作・里見八犬伝-/桜庭 一樹/著/文藝春秋	 978-4-16-3297606	

大阪市立浪速図書館	読書会拡大版「趣味に関するおすすめ本」	

いい名/紫舟/子どもの未来社	 　	

ジェーン・エア/シャーロット・ブロンテ/	 　	

ポスト・マーラーのシンフォニストたち : エルガー、シベリウスから現代まで/磯田健一郎/音楽之友社	 　	

レ・ミゼラブル/ ユゴー/	 　	

奇跡の復活 : 脳卒中麻痺からの生還/堀尾憲市/中部日本教育文化会	 　	

健康をせぼねで探求する。/田島勝行/	 　	

将棋は歩から　上・中・下巻/加藤治郎/東京書店	 　	

植物図鑑/有川 浩/角川書店	 　	

腸は考える/藤田恒夫/岩波書店	 　	

白鯨/メルヴィル/	 　	

癒(なお)す力 : がんの患者学入門/吉田勝次/にんげん出版	 　	

嵐が丘　/エミリー・ブロンテ/	 　	

龍馬のことば/紫舟/朝日新聞出版	 　	

大阪市立東淀川図書
館	

読書交流会	

 「意地悪」化する日本/内田 樹/著/岩波書店	 978-4-00-0610988	

 ギャラリーフェイク 1 傷ついた「ひまわり」(ビッグコミックス)/細野 不二彦/著/小学館	 9784091830210 	

 スーホの白い馬 -モンゴル民話-(日本傑作絵本シリーズ)/大塚 勇三/再話/福音館書店	 9784834001129 	

 センス・オブ・ワンダー/レイチェル・カーソン/著/佑学社	 9784841607000 	

 りゅうになりそこねたハブ -沖縄民話-/儀間 比呂志/ぶん・え/福音館書店	 　	

 京都/黒川 創/著/新潮社	 978-4-10-4444076	

 空海の風景 :新装改版 下巻/司馬 遼太郎/著/中央公論新社	 9784120036460 	

 空海の風景 :新装改版 上巻/司馬 遼太郎/著/中央公論新社	 9784120036453 	

 現代語訳 日本の古典 21 東海道中膝栗毛//学研	 9784051038113 	

 死の商人 :改訂版(岩波新書 B 9)/岡倉 古志郎/著/岩波書店	 　	

 私の百人一首/白洲 正子/著/新潮社	 9784103107163 	

 神の道化師 -イタリアの民話より-/トミー・デ・パオラ/さく/ほるぷ出版	 9784593501403 	

 朝の読書が奇跡を生んだ -毎朝10分、本を読んだ女子高生たち-/船橋学園読書教育研究会/編著/高文研	 9784874981443 	

 天才/石原 慎太郎/著/幻冬舎	 978-4-344-028777	

 片手いっぱいの星/ラフィク・シャミ/作/岩波書店	 9784001105049 	

 本をつんだ小舟/宮本 輝/著/文芸春秋	 9784163471204 	

 眠る盃/向田 邦子/著/講談社	 9784061163812 	

 倚りかからず/茨木 のり子/著/筑摩書房	 9784480803504 	

大阪市立福島図書館	となりでミニ・ビブリオバトル	

あおい目のこねこ/エゴン・マチーセン/著　瀬田貞二/訳/福音館書店	 　	

きつねのおきてがみ/菊池敬一/文　丸木　俊/絵/小峰書房	 　	

ゴーストハント/小野不由美/著/メディアファクトリー	 　	

たいようオルガン/荒井良二/著　　偕成社/	 　	

どこいったん/ジョン.グラッセン/作　長谷川義史/訳/クレヨンハウス	 　	

大阪府立中央図書館	第１回植本祭	

MW (手塚治虫漫画全集)(1)/講談社/手塚 治虫	 9784061759015 	

MW (手塚治虫漫画全集)(2)/講談社/手塚 治虫	 9784061759022 	

MW (手塚治虫漫画全集)(3)/講談社/手塚 治虫	 9784061759039 	

SL銀河―C58 239復活の道のり/交通新聞社/河村和彦	 9784330558158 	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (1)/小学館/間瀬 元朗	 9784091532817 	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (10)/小学館/間瀬 元朗	 9784091515360 	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (2)/小学館/間瀬 元朗	 9784091510754 	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (3)/小学館/間瀬 元朗	 9784091511492 	
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イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

大阪府立中央図書館	第１回植本祭	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (4)/小学館/間瀬 元朗	 9784091512277 	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (5)/小学館/間瀬 元朗	 9784091513328 	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (6)/小学館/間瀬 元朗	 9784091514059 	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (7)/小学館/間瀬 元朗	 9784091514738 	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (8)/小学館/間瀬 元朗	 9784091514967 	

イキガミ―魂揺さぶる究極極限ドラマ (9)/小学館/間瀬 元朗	 9784091515261 	

イッタイゼンタイ/徳間書店/吉田篤弘	 9784198635954 	

おおきなきがほしい/偕成社/佐藤さとる	 9784033301501 	

きみへのとくべつなおくりもの/フォレストブックス/マックス ルケード	 不明	

だれのおうちかな?/フレーベル館/ジョージ・メンドーサ	 9784577005187 	

ちがいがわかる対照表 日本の漢字 中国の漢字/水山産業/伊奈垣圭映	 9784906860760 	

チルチンびと　15号/風土者/風土者	 雑誌06149-01	

ネジと人工衛星　世界一の工場町を歩く/文藝春秋/塩野米松 	 9784166608775 	

バムとケロのさむいあさ/文溪堂/島田ゆか	 9784894231580 	

はんぶんタヌキ/こぐま社/長新太	 9784772100922 	

ビフォア・ラン/幻冬舎/重松清	 9784877286514 	

ボローニャ紀行/文藝春秋/井上ひさし	 9784163690902 	

ラフカディオ・ハーン―虚像と実像 /岩波書店/太田 雄三	 9784004303367 	

京の町家小路散歩 (大人の遠足BOOK)/JTBパブリッシング　/JTBパブリッシング　	 9784533075919 	

金色の翼に乗って/青蛙房/グリーリ 栄子	 9784790503316 	

古民家再生/不明/不明	 不明	

小澤典代の「金沢」―雑貨と工芸、すてきな人に出会う旅/東京地図出版/小澤 典代	 9784808585792 	

創造農村/学芸出版社/佐々木雅幸	 9784761532093 	

装幀のなかの絵/港の人/有山達也	 9784896292428 	

中甚兵衛物語/昭和印刷出版/ＮＰＯ地域情報支援ネット	 なし	

鉄を削る　町工場の技術/筑摩書房/小関智弘	 9784480035783 	

天使のメッセージ/大和出版/中森じゅあん	 9784804755588 	

都市をどう生きるか/小学館/宮本 憲一	 9784094600728 	

猫と人と古民家と/幻冬舎/南里秀子	 9784344022485 	

文藝春秋NEXT/文藝春秋/文藝春秋	 雑誌07702-4	

毎日楽しい! かわいいイラスト/宝島社/オオカワ アヤ	 9784800252081 	

木のいのち木のこころ―天・地・人/新潮社/西岡常一,小川三夫,塩野米松	 9784101190310 	

輪切り図鑑 大帆船/岩波書店/R・プラット	 9784001105322 	

大阪歴史博物館	
特別展「近代大阪職人図鑑」記念講演会
「自在置物の魅力」 	

『「真田丸」を歩く』（星亮一編／歴史塾著）	 　	

『決定版大坂の陣』・『図説真田一族』（丸島和洋著）	 　	

『見世物関係資料コレクション目録』（国立歴史民俗博物館［編］）	 　	

『疾風六文銭真田三代と信州上田』（週刊上田新聞社編／畑美恵子編／ながのアド・ビューロ編／他）	 　	

『真田幸綱・昌幸・信幸・信繁』（柴辻俊六著）	 　	

『真田幸村と真田一族のすべて』（小林計一郎編）	 　	

『真田幸村と真田丸』（向笠公威編／木村圭輔編）	 　	

『真田三代活躍の舞台』（信濃毎日新聞社編）	 　	

『真田氏三代』（笹本正治著）	 　	

『真田信繁』（平山優著）・『真田信繁「勝利」への条件』（千田嘉博著）など	 　	

『真田六文銭写真紀行』（清永安雄［撮影］）	 　	

『図説再見大阪城』（渡辺武著）	 　	

『世紀の祭典万国博覧会の美術』（東京国立博物館編／大阪市立美術館編／名古屋市博物館編／他）	 　	

『造幣１２５年のあゆみ』（造幣１２５年史編集委員会編）	 　	

『大阪城天守閣所蔵南木コレクション総目録／２』（大阪城天守閣（大阪市経済局）編）	 　	

『抱きしめたい！近代日本の木彫展』（広島県立美術館編／碧南市藤井達吉現代美術館編／高岡市美術館編）など	 　	

『歴史ＲＥＡＬ／ｖｏｌ．２６』（金子堅太郎編／小塩隆之編）	 　	

河内長野市図書館	 奥河内読書map	

かくれ里 (講談社文芸文庫—現代日本のエッセイ)	 9784061961227 	

どうぞのいす (ひさかた絵本傑作集)	 9784893252500 	

なぜドイツではエネルギーシフトが進むのか	 9784761526030 	

川西市市民活動セン
ター・男女共同参画
センター	

「会いたくなる」本棚	

100万回生きたねこ (佐野洋子の絵本 (1))	 9784061272743 	

ぎゅっ	 9784198612757 	

くだもの (福音館の幼児絵本)	 9784834008531 	

さる・るるる	 　	

つきのよるに (えほんのマーチ)	 9784265034994 	

ハチドリのひとしずく いま、私にできること	 9784334974916 	

圏外編集者	 9784255008943 	

元気になる会議-ホワイトボード・ミーティングのすすめ方	 9784759223453 	

自分の感受性くらい	 9784760218158 	

心にナイフをしのばせて (文春文庫)	 9784167753672 	

正々堂々がんばらない介護	 9784903212005 	

西の魔女が死んだ (新潮文庫)	 9784101253329 	

雪と珊瑚と (角川文庫)	 9784041030103 	

日本をソーシャルデザインする (idea ink(アイデアインク))	 9784255007137 	

半農半Xの種を播く	 9784861870439 	

キャンディプロジェクト	「レイチェル・カーソンの感性の森」鑑賞会	
センス・オブ・ワンダー	 　	

レイチェル・カーソンはこう考えた	 　	

京都・大原	
絵本と本でまち、ひと、つながり発見〜大原
編〜	

オーロラの下で (フォア文庫)	 9784323010083 	

これがBMX&MTBだ!—ニューサイクルスポーツ入門 (小学館入門百科シリーズ (190))	 9784092201903 	

ふたりのイーダ (講談社青い鳥文庫 6-6)	 9784061470118 	

ぼんぼん (岩波少年文庫)	 9784001141979 	

京都映画商業論	 　	

寂光院 (京の古寺から)	 9784473013613 	

大原の四季—京散歩	 9784885914027 	

珍訳聖書 (新潮文庫)	 9784101168098 	

物語 京都の歴史—花の都の二千年 (中公新書)	 9784121019288 	

冒険者たち—ガンバと15ひきの仲間 (岩波少年文庫 (044))	 9784001140446 	

目こぼし歌こぼし (子どもの文学—青い海シリーズ)	 9784887501539 	

近鉄百貨店上本町店
文化サロン	

上町台地タイムトリップ今昔思い出サロン	

いきている長屋 大阪市大モデルの構築	 9784907209032 	

海よりもまだ深く (幻冬舎文庫)	 9784344424739 	

街っぷる大阪 (Mapple)	 9784398643513 	

気張る男 (文春文庫)	 9784167139285 	

近代名建築浪花写真館—福島明博写真集	 9784889002492 	

生きた建築大阪 = LIVING ARCHITECTURE in OSAKA	 9784903993225 	

大阪市地下鉄建設70年のあゆみ—発展を支えた建設技術	 9784990172404 	

大阪人増刊 ザ・大阪のデザイン 2012年 04月号 [雑誌] 	 　	

北から来た黒船	 　	



イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

ぐうたら文庫	 ぐうたら文庫のらくがき天国	

いいものみつけた (ちいさなしかけえほん)	 9784251007629 	

いもうとのにゅういん (こどものとも傑作集)	 9784834001617 	

おしくら・まんじゅう	 9784893094704 	

そんなとき どうする? (岩波の子どもの本)	 9784001154016 	

ぼちぼちいこか	 9784032012309 	

グラスまちライブラ
リー	

海の公園で五感最高ライブラリー	 IKEAのカトラリー×食	 　	

空の↓で「まち」をブレストピクニックライブラ
リー	

PUBLIC DESIGN 新しい公共空間のつくりかた	 9784761513481 	

カフェが街をつくる	 9784844371977 	

コミュニティデザイン—人がつながるしくみをつくる	 9784761512866 	

コミュニティデザインの源流	 9784778315146 	

コミュニティデザインの仕事	 9784903295923 	

若者のためのまちづくり (岩波ジュニア新書)	 9784005007523 	

海の公園で五感最高ライブラリー	
バーベキュー協会本	 　	

椎名誠の山の食	 　	

京と阪南でエアコラボ！「食」のＳｋｙｐｅピク
ニックライブラリー! 	

EVERY DAY COUNTS	 　	

おやつのない人生なんて (単行本)	 9784480878809 	

キャンプ24時 = CAMP 24-TWENTY FOUR-	 9784847092640 	

にぎやかな天地	 9784062772891 	

堺市立中央図書館	 ビブリオバトル	

じぶん・この不思議な存在 (講談社現代新書「ジュネス」)	 9784061493155 	

植田正治 小さい伝記	 9784484072357 	

新釈 走れメロス 他四篇 (祥伝社文庫 も 10-1)	 9784396335335 	

世界最悪の鉄道旅行 ユーラシア横断2万キロ (新潮文庫)	 9784101315539 	

日本全国ご当地スーパー 掘り出しの逸品	 9784062180580 	

風力鉄道に乗って (童話パラダイス)	 9784652004715 	

スタジモにしのみや	

西宮まちライブラリー交流会	

100万回生きたねこ	 　	

おさるとぼうしうり (世界傑作絵本シリーズ—スウェーデンの絵本)	 9784834009798 	

おむすびころりん (はじめてのめいさくえほん)	 9784265030736 	

これはなみだ?	 9784834025835 	

たこやきのたこさぶろう	 　	

にんじんのたね	 9784772101929 	

ねこのピート だいすきなしろいくつ	 　	

バスにのって	 9784032044904 	

びっくりまつぼっくり (幼児絵本ふしぎなたねシリーズ)	 9784834025811 	

へびくんのおさんぽ (たんぽぽえほんシリーズ)	 9784790260356 	

ほげちゃん	 　	

みんなおなじでもみんなちがう (かがくのとも傑作集 どきどきしぜん)	 9784834022575 	

もったいないばあさん (講談社の創作絵本)	 9784061323049 	

わたしのおべんとう	 9784752002468 	

親子のカラス	 　	

西宮のむかし話—児童文学から文学へ	 9784862830937 	

赤ずきん : グリム童話の名作、少女とオオカミの物語	 9784800213914 	

千代野さんと絵本を楽しもう	

いちご (幼児絵本シリーズ)	 9784834008340 	

おおきなかぶ—ロシア民話(こどものとも絵本)	 9784834000627 	

おさかないっぱい	 9784323016146 	

がちゃがちゃ どんどん (幼児絵本シリーズ)	 9784834010244 	

かんかんかん	 　	

これは おひさま	 9784835448220 	

ちょうちょうひらひら	 9784772101905 	

とってください (0・1・2えほん)	 9784834019124 	

のっていこう (幼児絵本ふしぎなたねシリーズ)	 9784834081527 	

のはらうた〈3〉	 9784924684416 	

大人のためのお話コンサート	

おへそのあな	 9784776402046 	

くまとやまねこ	 9784309270074 	

ちいさいわたし	 9784774321134 	

どんなかんじかなあ	 9784426875060 	

ぼくはうさぎ	 9784251098771 	

わたしはあかねこ	 9784894237308	

赤いくつ—アンデルセン童話	 9784789605847 	

園田地区会館	 園田ビブリオバトル	

「役に立たない」と思う本こそ買え	 9784844376460 	

1ねんに 365のたんじょう日プレゼントをもらったベンジャミンのおはなし (世界の絵本)	 9784033270708 	

おけやのてんのぼり (民話かみしばい傑作選)	 9784494074143 	

おたすけこびと	 9784198622961 	

おはなをどうぞ	 9784931129504 	

おやおやおやつなにしてる? (チューリップえほんシリーズ)	 9784790252511 	

サンタクロースの秘密 (serica books)	 9784796701952 	

ねずみくんのプレゼント	 9784591140468 	

はるです はるのおおそうじ (幼児絵本シリーズ)	 9784834011555 	

またまたはーい!	 9784752006343 	

リンちゃんのプレゼント (えほんのもり)	 9784580821842 	

ワンテーマ指さし会話 タイ×屋台めし (とっておきの出会い方シリーズ)	 9784795842731 	

編集者という病い (集英社文庫)	 9784087464184 	

友だちは無駄である (ちくま文庫)	 9784480423092 	

辣の道: トウガラシ2500キロの旅	 9784582836431 	

だいたい吉野	 だいたい吉野	

おんなのことば (童話屋の詩文庫)	 9784924684782 	

けやきの木の下で	 9784569588865 	

バッチ博士の花の治療薬	 9784938344399 	

ミドリさんとカラクリ屋敷	 9784087453201 	

みどりのゆび (岩波少年文庫)	 9784001141016 	

陰翳礼讃 (中公文庫)	 9784122024137 	

解釈と鑑賞 小倉百人一首 改訂版	 　	

実用の料理 ごはん	 9784874354896 	

週末、森で (幻冬舎文庫)	 9784344418516 	

場所 (新潮文庫)	 9784101144368 	

読書からはじまる (NHKライブラリー)	 9784140842119 	

日本の森から生まれたアロマ	 9784418104123 	

病猪の散歩	 9784140161241 	

法隆寺を支えた木 	 　	

繚乱 (角川文庫)	 9784041039984 	
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小さなお庭と猫の図
書館	

猫本とMY猫自慢フェスタ	

１００万回生きたねこ	 　	

グーグーだって猫である1 (角川文庫 お 25-1)	 9784044348021 	

こねこのぴっち (岩波の子どもの本)	 9784001151121 	

スイッチョねこ (フレーベルのえほん 7)	 9784577003077 	

そろえてちょうだい? 1 (Feelコミックス)	 9784396764975 	

タンゲくん (日本傑作絵本シリーズ)	 9784834011630 	

人生はニャンとかなる! —明日に幸福をまねく68の方法	 9784905073048 	

世界から猫が消えたなら (小学館文庫)	 9784094060867 	

猫とともに去りぬ (光文社古典新訳文庫)	 9784334751074 	

猫語の教科書 (ちくま文庫)	 9784480034403 	

豊中市立岡町図書館	

図書館男子が語る山と本と日本酒の話、そ
して写真も・・・	

シェルパ斉藤の元祖ワンバーナークッキング	 9784777931194 	

ソロ  単独登攀者 山野井泰史 (ヤマケイ文庫)	 9784635047456 	

ドキュメント 単独行遭難 (ドキュメント遭難シリーズ)	 9784635140195 	

ドキュメント 道迷い遭難 (ヤマケイ文庫)	 9784635047883 	

ニッポンの山「解体新書」	 9784808309183 	

ぼくは猟師になった (新潮文庫)	 9784101368412 	

マタギ 矛盾なき労働と食文化	 9784777913121 	

わしらは怪しい探険隊	 9784938425227 	

一生ものの、山道具	 9784756245885 	

元祖女子山マンガ でこでこてっぺん	 9784635730006 	

荒野へ (集英社文庫)	 9784087605242 	

山の仕事、山の暮らし (ヤマケイ文庫)	 9784635047487 	

山の朝霧 里の湯煙	 9784635171328 	

山の名前っておもしろい!  不思議な山名 個性の山名 (ブルーガイド 山旅ブックス)	 9784408111650 	

山を下りたら山麓酒場 (散歩の達人POCKET)	 9784330613154 	

山行記 (文春文庫)	 9784167906214 	

山小屋ごはん	 9784635450096 	

山小屋の主人を訪ねて	 9784808309886 	

死者は還らず—山岳遭難の現実	 9784635171144 	

私の山道具 (Hutte books)	 9784635042437 	

私の山道具2 (Hutte BOOKS ヒュッテブックス)	 9784635042444 	

生還 山岳捜査官・釜谷亮二 (ヤマケイ文庫)	 9784635047340 	

天空の犬: 南アルプス山岳救助隊K-9 (徳間文庫)	 9784198937621 	

日本酒の図鑑	 9784839948184 	

標高二八〇〇米 (徳間文庫)	 9784198937225 	

焚き火の焚きつけ	 9784885365553 	

別冊PEAKS 北アルプス山小屋ガイド	 9784777923663 	

六甲山シーズンガイド春・夏	 9784343007902 	

８０ｐまつり	

かんたん美味4	 9784904544020 	

パパラギ はじめて文明を見た南海の酋長ツイアビの演説集 (SB文庫)	 9784797352399 	

マイクロ・ライブラリー 図鑑	 9784990744205 	

銀河鉄道の夜 (280円文庫)	 9784758435482 	

公民館職員の仕事—地域の未来づくりと公民館の役割	 9784894642164 	

采配	 9784478016268 	

自分の仕事をつくる (ちくま文庫)	 9784480425577 	

重力の虹〈1〉 (文学の冒険シリーズ)	 9784336030573 	

生きることのデッサン—絵本・こども・わたし	 9784892401091 	

乳と卵(らん) (文春文庫)	 9784167791018 	

芭蕉文集  新潮日本古典集成 第17回	 9784106203176 	

漂流郵便局: 届け先のわからない手紙、預かります	 9784093884020 	

富士百句で俳句入門	 9784480689214 	

卵の緒 (新潮文庫)	 9784101297729 	

これ見て、作りましてん！	

『生活の木』の手作り石けんのきほん—はじめてでも、よくわかる (セレクトBOOKS)	 9784072675137 	

おはなしおばさんの小道具 (シリーズ つくってあそんで)	 9784870771444 	

こまったさんのオムレツ	 9784251036049 	

シュシュ作りましょ♪	 9784944101719 	

ふろしきの包みかた—楽しくはじめるエコラッピング	 9784473035387 	

絵本の国のぬいぐるみ	 9784592732518 	

秋山仁先生の作る!解く!IQパズル大百科 (1)	 9784052023392 	

切り絵作家gardenの切り絵で作る浮世絵	 9784023312081 	

としょかんおみくじ	

15歳の寺子屋 ペンギンの教え	 9784062155854 	

あたらしい野宿(上)	 9784750513232 	

アップルの人	 9784101463247 	

キャンパスに咲く花 阪大吹田編	 9784872592290 	

キャンパスに咲く花 阪大豊中編	 9784872592672 	

トビウオの驚くべき世界	 9784767820293 	

なにわ大阪の伝統野菜	 9784540012457 	

ペコポコ	 9784569819594 	

マラソン1年生 (メディアファクトリーのコミックエッセイ)	 9784040666891 	

むしのほん	 9784309275475 	

ヨーロッパの車窓—European railway (Bee books)	 9784896152289 	

ルバイヤート (岩波文庫 赤 783-1)	 9784003278314 	

ローマ人への20の質問 (文春新書)	 9784166600823 	

ろくべえまってろよ (ぽっぽライブラリ みるみる絵本)	 9784580813939 	

岳物語 (集英社文庫)	 9784087494907 	

宮大工と歩く奈良の古寺 (文春新書)	 9784166607624 	

昆虫はすごい (光文社新書)	 9784334038137 	

思いやりはお金に換算できる!? (講談社＋α新書)	 9784062725040 	

人間にとって寿命とはなにか	 9784040820507 	

図解 包丁さばき百科—魚・貝・肉・野菜・くだもの	 9784391112764 	

包み方全書	 9784262152226 	

宝石・鉱物手帳-神秘の石の世界をのぞいてみよう (大人の遠足BOOK)	 9784533072260 	

豊中市立庄内図書館	館長と話そう	

KYOTO図書館紀行 (玄光社MOOK KYOTO INTELLIGENT TRIP 1)	 　	

ささえあう図書館 : 「社会装置」としての新たなモデルと役割	 9784585200390 	

つながる図書館: コミュニティの核をめざす試み (ちくま新書)	 9784480067562 	

ハーレムの闘う本屋	 9784751527528 	

フィリピン・ミンダナオ子ども図書館  手をつなごうよ	 9784779122231 	

ラオスにいったい何があるというんですか？ : 紀行文集	 9784163903644 	

向田邦子の手料理 (講談社のお料理BOOK)	 9784062043175 	

市民の図書館	 9784820476009 	



イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

豊中市立庄内図書館	館長と話そう	

図書館へ行こう! ! (洋泉社MOOK)	 9784800308870 	

日本の文化施設を歩く 官民協働のまちづくり (文化とまちづくり叢書)	 9784880653549 	

未来の図書館、はじめませんか?	 9784787200532 	

未来をつくる図書館—ニューヨークからの報告— (岩波新書)	 9784004308379 	

豊中市立図書館	 お話会スペシャル	

おかん	 9784477019901 	

ごちゃまぜカメレオン (ミニエディション)	 9784033290805 	

どうぶつサーカス はじまるよ (こどものとも絵本)	 9784834024746 	

はらぺこあおむし	 9784033280103 	

三びきのやぎのがらがらどん—ノルウェーの昔話 (世界傑作絵本シリーズ—アメリカの絵本)	 9784834000436 	

豊中市立野畑図書館	書庫に入れるDAY	

とよなか島熊山の自然　見て ふれて 感じて	 　	

のらくろ	 　	

永遠の野原(ハングル版) 	 　	

古代の日朝関係 (塙選書 93)	 9784827330939 	

国芳の狂画	 9784487752720 	

新修シェークスピヤ全集	 　	

森有正全集	 　	

豊中市立東豊中図書
館	

おはなしたんけんたい	 だいじなとどけもの (世界傑作童話シリーズ—はじめてよむどうわ 4)	 9784834003475 	

名作を楽しむ　大人のための朗読サロン	

かなたの子 (文春文庫)	 9784167672102 	

くもの糸・杜子春(新装版)-芥川龍之介短編集- (講談社青い鳥文庫)	 9784061487987 	

ザ・龍之介—芥川龍之介全一冊	 9784807400126 	

芥川龍之介考	 9784791768127 	

芥川龍之介短篇集	 9784103048718 	

幾千の夜、昨日の月	 9784041023860 	

紙の月 (ハルキ文庫 か 8-2)	 9784758438452 	

樋口一葉　小説集	 9784480421029 	

樋口一葉日記・書簡集 (ちくま文庫)	 9784480421036 	

なやライブラリー	 古民家ライブラリー	

大阪人　古民家探訪	 　	

ゴッホの手紙 下 テオドル宛 (岩波文庫 青 553-3)	 9784003355336 	

ゴッホの手紙 上 ベルナール宛 (岩波文庫 青 553-1)	 9784003355312 	

ゴッホの手紙 中 テオドル宛 (岩波文庫 青 553-2)	 9784003355329 	

禅問答	 　	

千原騒動	 　	

日本の家	 　	

民家	 　	

むかしの家に学ぶ : 登録文化財からの発信	 9784872594348 	

龍馬書簡集	 　	

街道をゆく 13 壱岐・対馬の道 (朝日文庫)	 9784022644596 	

既にそこにあるもの (ちくま文庫)	 9784480420497 	

滋賀の民家	 9784876990146 	

集落が育てる設計図 (LIXIL BOOKLET)	 9784864805032 	

重文民家と生きる	 9784761511807 	

小屋と倉 干す・仕舞う・守る 木組みのかたち	 9784863580633 	

村上春樹 雑文集 (新潮文庫)	 9784101001678 	

日本の民家 (岩波文庫)	 9784003317518 	

日本人の神	 9784309412658 	

美しき日本の残像 (朝日文庫)	 9784022642400 	

忘れられた日本人 (岩波文庫)	 9784003316412 	

和泉式部日記—現代語訳付き (角川ソフィア文庫)	 9784043699018 	

奈良県立図書情報館	

ビブリオバトル　第１部	

461個の弁当は、親父と息子の男の約束。	 9784838726530 	

さよなら絶望先生(1) (少年マガジンコミックス)	 9784063635829 	

タイム・マシン : 他九篇	 9784003227619 	

何を書くか、どう書くか—知的文章の技術 (PHP文庫)	 9784569569710 	

桐島、部活やめるってよ (集英社文庫)	 9784087468175 	

砂漠 (新潮文庫)	 9784101250250 	

若松英輔エッセイ集 悲しみの秘義	 9784904292655 	

神の子どもたちはみな踊る (新潮文庫)	 9784101001500 	

ビブリオバトル　第２部	

エジソン—いたずらと発明の天才 (講談社 火の鳥伝記文庫)	 9784061475021 	

ケチャップマン	 9784893096104 	

春にして君を離れ (ハヤカワ文庫—クリスティー文庫)	 9784151300813 	

新装 ぼくを探しに	 9784061129832 	

旅の絵本 (1) 中部ヨーロッパ編 (安野光雅の絵本)	 9784834005394 	

西宮市立北口図書館	ビブリオバトルinにしのみや	

何者	 9784043939015 	

容疑者Xの検診	 　	

鴨川ホルモー (角川文庫)	 　	

竜の巣 (ポプラポケット文庫 (033-1))	 9784591088791 	

西宮流まちライブラ
リー	

あなたの西宮交流会	

「NISHINOMIYA WONDER MARKET」	 　	

「以徳報徳 露堂々70年の歩み」  	 　	

「甲山八十八ケ所」西宮市立郷土資料館	 　	

「甲子園三番町物語」柴田徹士 	 　	

「阪神沿線(はまがわ)景観図」吉井貞俊	 　	

「新西宮歴史散歩」西宮市立郷土資料館	 　	

「西宮市立小学校連合体育大会５０年史」	 　	

「西宮歴史散歩」西宮市教育委員会	 　	

橋本市図書館	 ビブリオバトルin橋本市図書館	

なぜ私は韓国に勝てたか 朴槿惠政権との500日戦争	 9784819112741 	

ハッピーバースデー 命かがやく瞬間(とき) (フォア文庫)	 9784323090290 	

重大少年事件の実証的研究 : 親や家族を殺害した事例の分析を通して	 9784906929009 	

庭説法-歌えばお経 話せば法話 (西本願寺の本)	 9784894163836 	

ホンノワまちライブラ
リー	

ホンノワの１日絵本屋さん	

あれれれれ (幼児絵本シリーズ)	 9784834014044 	

おおきなきがほしい (創作えほん 4)	 9784033301501 	

こびとのくつや	 9784323036069 	

たんじょうび (世界傑作絵本シリーズ—スイスの絵本)	 9784834000481 	

ちいさいおうち	 9784001105537 	

ぼくのだ!わたしのよ!—3びきの けんかずきの かえるの はなし	 9784769020165 	

まちライブラリー＠
TTBB	
	

スペシャルTTBB「本とビールと小旅行」	

かんさい絵ことば辞典	 9784756245311 	

トットひとり	 9784103550075 	

ぼくの小鳥ちゃん	 9784101339184 	

ミクロイドS (1) (秋田文庫—The best story by Osamu Tezuka)	 9784253172868 	

海士人——隠岐の島・海士町 人々に出会う旅 (COMMUNITY TRAVEL GUIDE)	 9784862761422 	

銀河鉄道の夜（宮澤賢治）	 　	

古書泥棒という職業の男たち: 20世紀最大の稀覯本盗難事件	 9784562052790 	



イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

まちライブラリー＠
TTBB	

スペシャルTTBB「本とビールと小旅行」	

鋼の錬金術師 (1) (ガンガンコミックス)	 9784757506206 	

初雪	 9784777130030 	

木かげの家の小人たち (福音館文庫 物語)	 9784834018103 	

　	 　	

まちライブラリー＠あ
まがえるさいえん	

まちライブラリーでアジアをめぐろう	

図説 台湾の歴史	 9784582411065 	

中華人民生活百貨遊覧 (とんぼの本)	 9784106019111 	

中華図案見学 (新潮文庫)	 9784101380025 	

中国茶読本 (コロナ・ブックス)	 9784582633078 	

まちライブラリー＠イ
チハチ	

絵本交換会＠欣の市（といいつつ絵本以外
も可）	

いないいないばあ (松谷みよ子あかちゃんの本)	 9784494001019 	

カルアシ・チミーのおはなし (ピーターラビットの絵本 18)	 9784834018721 	

かん かん かん (0.1.2えほん)	 9784834024807 	

きみはしっている (五味太郎クラシックス)	 9784265830329 	

ごあいさつあそび (あかちゃんのあそびえほん)	 9784031310109 	

サトウハチロー・いわさきちひろ詩画集 おかあさん	 9784062042031 	

ゼラルダと人喰い鬼 (評論社の児童図書館・絵本の部屋)	 9784566001114 	

トーマス大図鑑 (きかんしゃトーマスのえほん) (きかんしゃトーマスとなかまたち)	 9784591117019 	

となりのトトロ	 9784197036219 	

トムは真夜中の庭で (岩波少年文庫 (041))	 9784001140415 	

ねえだっこして	 9784323070407 	

まちライブラリー＠大
阪府立大学	

大和川カフェ	

女性が語る「水への想い」（水を語る女性の会編）	 9784768304266 	

水の文化史　（富山和子著）	 　	

報文アクアだより（アクアフレンズ編集）	 　	

歴史カフェ	

近代技術の日本的展開 蘭癖大名から豊田喜一郎まで (朝日選書)	 9784022599964 	

失敗の本質—日本軍の組織論的研究 (中公文庫)	 9784122018334 	

小説太平洋戦争	 9784062931601 	

小説太平洋戦争(7) (山岡荘八歴史文庫)	 9784061950986 	

小説太平洋戦争(8) (山岡荘八歴史文庫)	 9784061950993 	

新装版 小説太平洋戦争 (1) (講談社文庫)	 9784062931335 	

新装版 小説太平洋戦争 (2) (講談社文庫)	 9784062931342 	

新装版 小説太平洋戦争 (3) (講談社文庫)	 9784062931359 	

新装版 小説太平洋戦争 (4) (講談社文庫)	 9784062931588 	

新装版 小説太平洋戦争 (5) (講談社文庫)	 9784062931595 	

虹の翼 〈新装版〉 (文春文庫)	 9784167169503 	

飛行機物語: 航空技術の歴史 (ちくま学芸文庫)	 9784480094988 	

負けんとき 下: ヴォーリズ満喜子の種まく日々 (新潮文庫)	 9784101296227 	

負けんとき 上: ヴォーリズ満喜子の種まく日々 (新潮文庫)	 9784101296210 	

まちライブラリー＠キ
タリシテ	

関西名物特撮大会	

8ミリカメラ 特撮のタネ本	 　	

三大怪獣　地球最後の決戦	 　	

伊福部昭: ゴジラの守護神・日本作曲界の巨匠 (文藝別冊/KAWADE夢ムック)	 9784309978338 	

刀の装い」日本刀の外装を考える 	

シナン 下 (2) (中公文庫 ゆ 4-6)	 9784122049352 	

シナン〈上〉 (中公文庫)	 9784122049345 	

新版・徳川美術館蔵品抄	 9784886040220 	

日本の伝統芸能〜殺陣の世界へ〜	 大殺陣 チャンバラ映画特集	 　	

北浜物語 其ノ弐「五代友厚の巻」	

あの夏、少年はいた	 9784846202958 	

この子を残して (アルバ文庫)	 9784805632390 	

すかたん (講談社文庫)	 9784062778398 	

飢餓海峡 (下巻) (新潮文庫)	 9784101141251 	

飢餓海峡 (上巻) (新潮文庫)	 9784101141244 	

最貧困女子 (幻冬舎新書)	 9784344983618 	

道頓堀川 (新潮文庫)	 9784101307107 	

恋する日本語 (幻冬舎文庫)	 9784344412897 	

まちライブラリー＠本
の駅	

植本祭	

うわわ手帳と私のアスペルガー症候群 : 10歳の少女が綴る感性豊かな世界	 9784863420014 	

くりくり〈05〉—手づくり・やりくり・春夏秋冬	 9784576052069 	

しんくやくしょモノレール	 9784880434100 	

不登校 ひきこもり こころの道案内: 今日からできる具体的対応法	 9784902776959 	

まちライブラリー＠も
りのみやキューズ
モール	

THINK! ART×BOOK！	

0-think time-/滝本 章雄	 　	

1 mobile photo/滝本 章雄	 　	

drowning book/trevor brown	 　	

IDEABOOK“walk”/片山 由貴	 　	

jin’s ART/jinuehara 	 　	

Present/ミック 板谷	 　	

モンスターズユニバーシティ/グレン・デイキン	 　	

我を慈しむうた(CD封入)/橋本 六久	 　	

九相詩/ティーダ ミサ	 　	

空から笑顔が降りました。/吹玉 トシロー	 　	

山田裕吉集/山田 裕吉	 　	

優しい絵/@たつまさ	 　	

高齢化社会を幸齢化に	

プロに学ぶ遺品整理のすべて	 9784872907575 	

遺品整理士が心を込めて作ったエンディングノート	 　	

発想に強くなる本 : 「プラス１」による自己開発法	 9784804770109 	

出版直前！著者シルフィーと読書会	

20世紀ファッションの文化史—時代をつくった10人	 9784309244280 	

めずらしごと！ Vol.1 斬られ役俳優／ゆるキャラ職人／特殊メイクアーティスト	 　	

気まずい二人 (角川文庫)	 9784043529018 	

最強のコピーライティングバイブル——伝説の名著3部作が1冊に凝縮!  国内成功100事例付き	 9784478028827 	

自己信頼[新訳]	 9784903212104 	

秋元康 アートのすすめ  29人のゲストとめぐる美術館の楽しみ方	 9784568504422 	

人生で大切なものはすべて「書店」で買える　
読書会	

9つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の自分」と最良の人間関係 (PHP文庫)	 9784569661063 	

スーパーボディを読む—ジョーダン、ウッズ、玉三郎の「胴体力」	 9784838710843 	

やっぱりすごい!! 新・子どもの脳にいいこと	 9784877952020 	

仕事の思想—なぜ我々は働くのか (PHP文庫)	 9784569660158 	

人生で大切なことは、すべて「書店」で買える。	 9784534048561 	

石の肺 アスベスト禍を追う	 9784103814047 	

人生に影響を与えた本「バガヴァッド・ギー
ター」読書会	

クリシュナ—バガヴァット・ギーター〈1〉	 9784938418403 	

クリシュナ—バガヴァット・ギーター〈2〉	 9784938418427 	

クリシュナ—バガヴァット・ギーター〈3〉	 9784938418465 	

クリシュナ—バガヴァット・ギーター〈4〉	 9784938418489 	

クリシュナ―・バガヴァット・ギーター	 　	

ニーティサーラ—古典インドの政略論 (東洋文庫)	 9784582805536 	

ニーティサーラ―古典インドの政略論	 　	
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イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

まちライブラリー＠も
りのみやキューズ
モール	

人生に影響を与えた本「バガヴァッド・ギー
ター」読書会	

バガヴァッド・ギーター	 　	

バガヴァッド・ギーター (岩波文庫)	 9784003206812 	

バガヴァッド・ギーターの世界	 　	

バガヴァッド・ギーターの世界 : ヒンドゥー教の救済	 9784480090874 	

モモ (岩波少年文庫(127))	 9784001141276 	

自分をいかして生きる (ちくま文庫)	 9784480428417 	

神の詩—バガヴァッド・ギーター (TAO LAB BOOKS)	 9784903916002 	

人生で大切なことは、すべて「書店」で買える	 　	

人生に影響を与えた本読書会　「魂の燃焼
へ」	

クリシュナバガヴァット・ギーター	 　	

コミュニティとマイクロ・ライブラリー 	 　	

バリュー・プロポジション・デザイン : 顧客が欲しがる製品やサービスを創る	 9784798140568 	

魂の燃焼へ	 9784781613260 	

魂の燃焼へ	 　	

著者に聞く！	
ぼくらがクラウドファンディングを使う理由 12プロジェクトの舞台裏	 9784761513603 	

無垢の木でリフォーム	 9784761523862 	

木曜日にお茶を飲もう	 鐵技	 9784895112413 	

もりのみやカフェでフォト撮影	

knock	 　	

お菓子の歴史	 9784309224374 	

お菓子大百科 (1) (別冊NHKきょうの料理)	 9784146461734 	

まちライブラリー＠西
宮アートサンク	

ようこそａｒｔ　ｃｏｆｆｅｅ　ゑ！　　　 
　「つくるゑ本と、くるゑ本」	

おじいさんの思い出	 9784163102009 	

ふしぎなともだち	 9784774323442 	

絵本を作る	 9784893093486 	

男子	 9784898152157 	

みつづみ書房	 ソルトナイト	

塩の街 (角川文庫)	 9784043898039 	

塩の道 (講談社学術文庫 (677))	 9784061586772 	

塩の道を探る	 　	

新しいごはん—野生酵母でつくるレシピ	 9784313871175 	

禅の庭—枡野俊明の世界	 9784620606002 	

みのおキューズモー
ル	

第１回巣箱植本祭	

うさこちゃんとうみ (1才からのうさこちゃんの絵本セット1) (子どもがはじめてであう絵本)	 9784834000221 	

オズの魔法つかい  世界名作ファンタジー (19)	 9784591021668 	

ぐりとぐら [ぐりとぐらの絵本] (こどものとも傑作集)	 9784834000825 	

コミュニティとマイクロ・ライブラリー 	 　	

すーちゃん (幻冬舎文庫 ま 10-2)	 9784344413481 	

ホーキング、宇宙を語る—ビッグバンからブラックホールまで (ハヤカワ文庫NF)	 9784150501907 	

何者	 9784101269313 	

勝つまでやめない！勝利の方程式 (中公文庫)	 9784122061224 	

赤ずきん (世界名作ファンタジー15)	 9784591021620 	

名犬ラッシー (世界名作ファンタジー32)	 9784591026465 	

名犬ラッシー (世界名作ファンタジー32)	 9784591026465 	

もものこぶんこ	 おはなし会	

いちごです	 9784579401895 	

おんなじ おんなじ おんなじね	 9784052038020 	

ことりのちいさなちいさなたまご (しかけえほん)	 9784499282543 	

そらはさくらいろ	 9784564006739 	

とってもいいひ	 9784776402800 	

ぱかぽこはしろ! (児童図書館・絵本の部屋)	 9784566008823 	

やさいさん (Petit pooka)	 9784052032981 	

シンポジウム／出版不況とファンタジー	

ガケ書房の頃	 9784904816196 	

これからの本屋 : between reader and bookseller	 9784990889944 	

マイクロ・ライブラリー図鑑	 　	

ユリイカ 2016年3月臨時増刊号 総特集◎出版の未来 出版社・書店・取次のリアル	 9784791703050 	

出版ニュース 4月中旬号	 　	

本の現場—本はどう生まれ、だれに読まれているか	 9784780801293 	

八尾市立志紀図書館	おはなしワールド	

おめんです	 9784031271103 	

じごくのそうべえ (童心社の絵本)	 9784494012039 	

だるまさんが	 9784893094315 	

八尾市立八尾図書館	

「本の本」展	

ビブリア古書堂の事件手帖—栞子さんと奇妙な客人たち (メディアワークス文庫)	 9784048704694 	

もういちど読みたい子どものための文学: テーマで選ぶ日本と外国の作品 (単行本)	 9784591142028 	

書店ガール (PHP文芸文庫)	 9784569678153 	

読まされ図書室 (宝島社文庫)	 9784800254900 	

本のおかわりもう一冊 (桜庭一樹読書日記)	 9784488024994 	

本棚探偵の生還 (双葉文庫)	 9784575714197 	

懐かしい八尾の風景絵葉書づくり	

シャモとレンコン畑—日本の原風景 河内	 9784771301382 	

八尾・今と昔	 　	

八尾今昔写真帖—保存版	 9784863750289 	

目で見る八尾・柏原の100年	 9784876700745 	

八尾市立山本図書館	

お話会スペシャル	

うずらちゃんのかくれんぼ (幼児絵本シリーズ)	 9784834012309 	

かくれんぼどうぶつえん	 9784752006022 	

できるかな?—あたまからつまさきまで	 9784033277509 	

やさいさん	 　	

「新しいチャレンジ応援します」展	

「粗食」のきほん/佐藤 初女/ブックマン社	 　	

「朝の2時間」で一気に、イチバンいい仕事/松本 幸夫/すばる舎	 　	

1日10分も走れなかった私がフルマラソンで3時間を切るためにしたこと/鈴木 莉紗/カンゼン	 　	

29歳からの大人のバレエ/豊川 美惠子／指導/技術評論社	 　	

29歳からはじめるロックンロール般若心経/二階堂 武尊/フォレスト出版	 　	

40歳からの心身毒出し法/蓮村 誠/静山社	 　	

48歳からのLINE入門/リブロワークス/インプレス	 　	

50歳からの自分メンテナンス術/横森 理香/大和書房	 　	

50代から始める知的生活術/外山 滋比古/大和書房	 　	

60歳からの仕事ガイド/上田 信一郎/有楽出版社	 　	

65歳で人生を変える/本岡 類/毎日新聞出版	 　	

Love Customizer/石井 佳苗/エクスナレッジ	 　	

THE BOOKS green/ミシマ社/ミシマ社	 　	

アジサイの魅力/高橋 章/農山漁村文化協会	 　	

あなたもETとコンタクトできる!/グレゴリー・サリバン/ヒカルランド	 　	

アヒル飼いになる/アヒル好き編集部/誠文堂新光社	 　	

あらすじで読む名作歌舞伎50選/利根川 裕/世界文化社	 　	

いきなりはじめる浄土真宗/内田 樹/本願寺出版社	 　	

いきなりまっすぐ飛ばせるようになる!/新井 真一/サンマーク出版	 　	

いちばんやさしいWordPressの教本/石川 栄和/インプレスジャパン	 　	

いちばんやさしいきものの着付けとお手入れ/石田 節子/PHP研究所	 　	



イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

八尾市立山本図書館	「新しいチャレンジ応援します」展	

いちばんやさしいタイ料理/パカマス・タンシリピンヨー・料理/成美堂出版	 　	

インコ/すずき 莉萌/誠文堂新光社	 　	

インドアボルダリングBOOK//枻出版社	 　	

うどんを打つ/柴田書店/柴田書店	 　	

ウルトラかんたん篆刻/真鍋 井蛙著/芸術新聞社	 　	

おいしく育てるはじめての家庭果樹/三輪 正幸/NHK出版	 　	

オーケストラまるかじり/青島 広志/中央公論新社	 　	

オトナ相手の教え方/関根 雅泰/クロスメディア・パブリッシング	 　	

おひとりさまの防犯術/平塚 俊樹/亜紀書房	 　	

オペラ鑑賞講座超入門/神木 勇介/青弓社	 　	

お客さまの心を溶かすとっておきの接客術/桐木 千寿/実業之日本社	 　	

お金持ちになる習慣/加谷 珪一/清流出版	 　	

カイシャ語/福田 稔/小学館	 　	

カウンセリングを受けたいと思ったらQ&A/上地 安昭/創元社	 　	

カメ飼いのきほん/カメ飼い編集部/誠文堂新光社	 　	

かわいい多肉植物たち/羽兼 直行/主婦の友社	 　	

かわいい和菓子/ユイミコ/講談社	 　	

かんたんたのしいはじめての切り紙//日本ヴォーグ社	 　	

きょうから弾ける!ウクレレレッスン/吉田 孝/主婦の友社	 　	

ここからはじめる発声法/上野 直樹/日本実業出版社	 　	

この人と一緒に働きたいと思わせる仕事術/能町 光香/ポプラ社	 　	

これから始める人のための作詞入門/北村 英明/メトロポリタンプレス	 　	

これならできる!きほんの子ども服パンツととワンピース/坂内 鏡子/高橋書店	 　	

ジムに通う前に読む本/桜井 静香/講談社	 　	

すぐわかる絵巻の見かた/榊原 悟/東京美術	 　	

ゼロからはじめるスケートボード　初中級編/立本 和樹/実業之日本社	 　	

ゼロから始める決算書入門/櫻庭 周平/KADOKAWA	 　	

ゼンタングル/Suzanne McNeill/ブティック社	 　	

タニタのロハスなダイエットのすすめ/タニタ/扶桑社	 　	

だれも教えてくれなかったほんとうは楽しい仕事&子育て両立ガイド/小栗 ショウコ/ディスカヴァー・トゥエンティワン	 　	

なんだ、そうなのか!経済入門/塚崎 公義/日本経済新聞出版社	 　	

ニーチェ入門//河出書房新社	 　	

ニワトリと暮らす/和田 義弥/地球丸	 　	

ハーブ育て&使いこなしレッスン//主婦の友社	 　	

はじめてさんのソーイング/かわい きみ子/NHK出版	 　	

はじめてつくる消しゴムすたんぷ/猫野 ぺすか/ナツメ社	 　	

はじめてでもできるおいしい果樹の育て方/野田 勝二/家の光協会	 　	

はじめてでも簡単!おうちでできる水耕栽培/河村 毬子/河出書房新社	 　	

はじめての、和食BOOK/行正 り香/文化出版局	 　	

はじめてのインド哲学/立川 武蔵/講談社	 　	

はじめてのゼンタングル/さとう いずみ/自由国民社	 　	

はじめてのピアノレッスン/藤澤 尚子/日本文芸社	 　	

はじめてのフラワーアレンジ/井越 和子／[監修・作品]/主婦の友社	 　	

はじめてのボビンレース/飯野 美智子/雄鷄社	 　	

はじめてのルーヴル/中野 京子/集英社	 　	

はじめての家づくり基本レッスン/主婦の友社/主婦の友社	 　	

はじめての家具作り/加藤 晴子/山海堂	 　	

はじめての花木・庭木/船越 亮二/主婦の友社	 　	

はじめての海水魚飼育/季刊マリンアクアリスト編集部/エムピージェー	 　	

はじめての献立れんしゅう帖/村田 裕子/池田書店	 　	

はじめての合気道/千野 進/誠文堂新光社	 　	

はじめての骨董鑑定入門/阿部 孝嗣／文/世界文化社	 　	

はじめての手づくりオーガニック・ガーデン/曳地 トシ/PHP研究所	 　	

はじめての植物画/やまだ えりこ/日貿出版社	 　	

はじめての人のためのらくらくタロット入門/藤森 緑/説話社	 　	

はじめての太極拳/陸 瑤/工学社	 　	

はじめての彫金・アクセサリー/内田 暎一/美術出版社	 　	

はじめての木彫りどうぶつ手習い帖/はしもと みお/雷鳥社	 　	

はじめての油絵/金子 亨/グラフィック社	 　	

はじめての流通/崔 容熏/有斐閣	 　	

はじめての和紙ちぎり絵入門/田中 悠子/主婦の友社	 　	

はじめて手でつくる本/ヨンネ/エクスナレッジ	 　	

はじめよう!ミュージックベル/竹内 圭子著/自由現代社(発売)	 　	

はじめよう!気持ちのいい暮らし/河野 真希/PHP研究所	 　	

はじめよう!山歩きレッスンブック/柏 澄子/JTBパブリッシング	 　	

はじめよう!生きがいとしての英語/石田 正/春風社	 　	

はじめよう!木版画/五所 菊雄/二玄社	 　	

はじめる中国語/学研教育出版著/学研教育出版	 　	

ハッピー・ワーキングマザーBOOK/ムギ畑/講談社	 　	

パパママつくって!かわいい段ボール家具/石倉 ヒロユキ/日本放送出版協会	 　	

ハリネズミ飼いになる/ハリネズミ好き編集部/誠文堂新光社	 　	

ビジネスのスピーチと挨拶/小学館/小学館	 　	

ビジネスマンに贈る生きる「論語」/佐々木 常夫/文藝春秋	 　	

ビジネスマンのための国語力トレーニング/出口 汪/日本経済新聞出版社	 　	

ビジュアルマーケティングの基本/野口 智雄/日本経済新聞出版社	 　	

ひとり暮らしのおかずのコツ/食のスタジオ/成美堂出版	 　	

ひとり暮らし完全サポートBOOK//主婦と生活社	 　	

プチすいぼく/小林 東雲/廣済堂出版	 　	

フラダンスのはじめ/伊藤 彩子/WAVE出版	 　	

フランス語はじめの一歩/中井 珠子/筑摩書房	 　	

フリーで働く!と決めたら読む本/中山 マコト/日本経済新聞出版社	 　	

プレゼンは「目線」で決まる/西脇 資哲/ダイヤモンド社	 　	

プロセスでわかるはじめての天体写真/八板 康麿・写真/誠文堂新光社	 　	

ベランダガーデニングをはじめる本/澤泉 美智子/枻出版社	 　	

まずはこれだけハワイ語/木村 由香/国際語学社	 　	

ミーティングの英語表現/デイビッド・セイン/日本経済新聞社	 　	

ムカつく相手を一発で黙らせるオトナの対話/バルバラ・ベルクハン/阪急コミュニケーションズ	 　	

やさしいマンガの描き方/成田 早苗/グラフィック社	 　	

やさしい大正琴講座　[2015]/泉田 由美子著/自由現代社(発売)	 　	

やさしく編む竹細工入門/稻垣 尚友/日貿出版社	 　	



イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

八尾市立山本図書館	「新しいチャレンジ応援します」展	

ヨガのポーズが丸ごとわかる本/Yogini編集部/枻出版社	 　	

リトルプレスをつくる/石川 理恵/グラフィック社	 　	

ルイ・ヴィトン元CEOが教える出世の極意/マーク・ウェバー/飛鳥新社	 　	

わが家を守る!防犯・防災徹底ガイド/NHK出版/日本放送出版協会	 　	

わくわく大相撲ガイド/日本相撲協会/河出書房新社	 　	

育てて楽しむタケ・ササ手入れのコツ/内村 悦三/創森社	 　	

育てて楽しむはじめてのオリーブ/岡井 路子／コーディネート/主婦の友インフォス情報社	 　	

育てて楽しむはじめての緑のカーテン/緑のカーテン応援団/家の光協会	 　	

英語を学ぶのは40歳からがいい/菊間 ひろみ/幻冬舎	 　	

家事の基本がわかる本/日本放送出版協会/日本放送出版協会	 　	

科学者の卵たちに贈る言葉/笠井 献一/岩波書店	 　	

海から知る考古学入門/森 浩一/角川書店	 　	

覚えておきたい!暮らしの基本100//扶桑社	 　	

企画書のツボとコツがよ～くわかる本/藤木 俊明/秀和システム	 　	

企画立案の教科書/齊藤 誠/阪急コミュニケーションズ	 　	

基本がわかる野鳥eco図鑑/安西 英明/東洋館出版社	 　	

基本のすべてがわかる楽しいBBQとキャンプ料理//JTBパブリッシング	 　	

基本のホーム・ヘアカット/中村 啓二/主婦の友社	 　	

机の上の小さな鉄道レイアウト作り/池田 邦彦/技術評論社	 　	

記憶力の鍛え方/加藤 俊徳/宝島社	 　	

起きて15分でちゃーんと作れるおべんとう、の本//主婦と生活社	 　	

教科書よりやさしい日本史/石川 晶康/旺文社	 　	

金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内/金原 瑞人/すばる舎	 　	

敬語力の基本/梶原 しげる/日本実業出版社	 　	

現場女子/遠藤 功/日本経済新聞出版社	 　	

鉱物レシピ/さとう かよこ/グラフィック社	 　	

香道を楽しむための組香入門/谷川 ちぐさ/淡交社	 　	

今さら英語を勉強しなくても、グローバル・エリートになれる39のルール/デュラン・れい子/東洋経済新報社	 　	

今日からはじめる坐禅/西嶋 和夫/金園社	 　	

今日からはじめる短歌の作り方/田島 邦彦/成美堂出版	 　	

今日から始める養生訓/帯津 良一/ベストセラーズ	 　	

今日から暦暮らし/平野 恵理子/山と溪谷社	 　	

最新はじめての育児/主婦の友社/主婦の友社	 　	

仕事ができて、愛される人の話し方/有川 真由美/PHP研究所	 　	

仕事に使える写真術/河野 鉄平/翔泳社	 　	

四国八十八ケ所はじめての遍路/頼富 本宏/日本放送出版協会	 　	

始めの一歩を踏み出す前に開業のための手続/小松崎 哲史/同友館	 　	

子犬とはじめるハッピーライフ/デヴィッド・ブラナー/イースト・プレス	 　	

持ち運びに便利でラク～に読める大人の楽譜/五代 香蘭/ケイ・エム・ピー	 　	

自然と親しむはじめてキャンプ//JTBパブリッシング	 　	

実例はじめてのデッキ&テラス//主婦と生活社	 　	

写真でわかるはじめての野菜のつくり方/酒川 香/西東社	 　	

社外プレゼンの資料作成術/前田 鎌利/ダイヤモンド社	 　	

社内プレゼンの資料作成術/前田 鎌利/ダイヤモンド社	 　	

主夫になってはじめてわかった主婦のこと/中村 シュフ/猿江商會	 　	

手間をかけずに楽しむはじめての宿根草/山 浩美/講談社	 　	

手作りバター&チーズの本/フルタニ マサエ/日東書院本社	 　	

手縫いの革小物レッスン/リュバン ド ティアラ/誠文堂新光社	 　	

初めての能・狂言/三浦裕子/小学館	 　	

初心者の篠笛入門/藤本祐三/オンキョウパブリシュ	 　	

将棋を初めてやる人の本/将棋をたのしむ会/滋慶出版/土屋書店	 　	

小品盆栽をはじめよう/梶山 富蔵/河出書房新社	 　	

乗馬はじめました。/平島 文江/誠文堂新光社	 　	

新社会人の教科書/日本サービスマナー協会/学研プラス	 　	

新人賞の極意/友清 哲著/二見書房	 　	

新入社員に贈る言葉　2003年版/日本経団連出版/日本経団連出版	 　	

人生を面白くする!仕事ハッケン術/宋 文洲/主婦と生活社	 　	

人生得不動産経営のススメ/内海 芳美／共著/ごま書房新社	 　	

図解ビジネスマナーの基本事典/池田書店編集部/池田書店	 　	

図解社会人の基本マナー大全/岩下 宣子/講談社	 　	

図解知らないとソンをする!定年後のお金/畠中 雅子/学研プラス	 　	

図解知識ゼロからの畜産入門/八木 宏典/家の光協会	 　	

世界一かんたんな手作りお菓子/主婦の友社/主婦の友社	 　	

世界一のおもてなし/宮崎 辰/中経出版	 　	

世界一やさしいパン作りの本/大原 照子/文化出版局	 　	

世界一安心なLINE本//晋遊舎	 　	

成功事例が教える一人でできる個人発明で儲ける方法/平井 工/日刊工業新聞社	 　	

絶対おいしい!はじめてのフライパンおかず/主婦と生活社/主婦と生活社	 　	

先手健康暮らし/小内 亨/旬報社	 　	

川柳の作り方/野谷 竹路/成美堂出版	 　	

前田知洋の女性のためのマジックレッスン/前田 知洋/東京堂出版	 　	

素敵にねんきん暮らし//宝島社	 　	

掃除・収納のきほん/池田書店編集部/池田書店	 　	

草木染ハンドブック/山崎 和樹/文一総合出版	 　	

増田健太郎のテニス“これだけ”レッスン/増田 健太郎/学研	 　	

大きな文字ですぐわかる!パソコン入門//コスミック出版	 　	

大学新入生に薦める101冊の本/広島大学総合科学部101冊の本プロジェクト/岩波書店	 　	

大人のスキンケア再入門/吉木 伸子/光文社	 　	

大人のためのお稽古ごと入門/杉山 由美子/岩波書店	 　	

大人のための自転車入門/丹羽 隆志/日本経済新聞社	 　	

大人のやりなおし中学数学/益子 雅文/SBクリエイティブ	 　	

大人の食べ方&マナー100/小倉 朋子/講談社	 　	

大人の話し方大全/主婦と生活社/主婦と生活社	 　	

大切な服と長くつきあうワードローブお手入れ/ジョルニ編集部/実業之日本社	 　	

男のきもの着付け・着こなし入門//世界文化社	 　	

知れば知るほど面白い!神道の本/三橋 健/西東社	 　	

彫刻刀を使ってらくらく彫れるかわいい仏さま/川島 康史/日貿出版社	 　	

朝夕15分死ぬまで寝たきりにならない体をつくる！/宮田 重樹/すばる舎	 　	

定年楽園/大江 英樹/きんざい	 　	

庭で飼うはじめてのみつばち/和田 依子著/山と溪谷社	 　	



イベント名	 本のタイトルなど	 ISBNコード	

八尾市立山本図書館	「新しいチャレンジ応援します」展	

天然石と宝石の図鑑/塚田 眞弘/日本実業出版社	 　	

添削で実践はじめての俳句づくり/小島 健/学研教育出版	 　	

電話応対のマナー120のシーン別正しい受け答え/大嶋 利佳/秀和システム	 　	

東大生が書いたやさしい株の教科書/東京大学株式投資クラブAgents/インデックス・コミュニケーションズ	 　	

東洋思考/田口 佳史/かんき出版	 　	

働くということ/日本経済新聞社/日本経済新聞社	 　	

働く君に贈る25の言葉/佐々木 常夫/WAVE出版	 　	

働く女性のスタイルアップ・レッスン/政近 準子/日本実業出版社	 　	

読むだけであなたは身を守れる/小森 君美/スキージャーナル	 　	

日々によりそうはじめての酵素シロップ/杉本 雅代/ブルーロータスパブリッシング	 　	

日本茶ソムリエ・和多田喜の今日からお茶をおいしく楽しむ本/和多田 喜/二見書房	 　	

脳が目覚める!けん玉レッスン/白澤 卓二/主婦と生活社	 　	

俳句、はじめました/岸本 葉子/角川学芸出版	 　	

買わせる発想/岡田 庄生/講談社	 　	

部下を好きになってください/内永 ゆか子/勁草書房	 　	

文章上達トレーニング45/小川 晶子/同文舘出版	 　	

本むら庵直伝そば打ち入門/小張 勝彦/日本文芸社	 　	

未来の働き方を考えよう/ちきりん/文藝春秋	 　	

名画のすごさが見える西洋絵画の鑑賞事典/佐藤 晃子/永岡書店	 　	

名作バレエ50鑑賞入門/渡辺 真弓／文・監修/世界文化社	 　	

夜空からはじまる天文学入門/渡部 潤一/化学同人	 　	

野外料理超入門/黒澤 進/地球丸	 　	

落合務の基本のイタリアン/落合 務/講談社	 　	

料理をおいしくする本当の正解278/石澤 清美/ぴあ	 　	

話したい人のイタリア語入門/郡 史郎/日本放送出版協会	 　	

八尾市立龍華図書館	お気に入りの本にフィルムコートをしよう	

Book Covers in Wadaland : 和田誠装丁集	 9784865591132 	

イチバンよくわかる革小物とバックの教室	 　	

カルトナージュBOOK	 9784529054096 	

レザークラフトの便利帳: 革のすべてを知って作る	 9784416812426 	

牛乳パックで何つくろ？ (レディブティックシリーズno.4051)	 9784834740516 	

紙袋おりがみ—かわいくて、じょうぶで、お役だち	 9784072965610 	

持ち歩きたくなるかわいい！自分で作るブックカバー	 　	

製本工房・美篶堂とつくる文房具---上製ノート、箱、ファイルボックス、アルバムほか13種類のステーショナリー	 9784309272153 	

余った布で作る かんたんこもの (レディブティックシリーズno.3709)	 9784834737097 	

　	 　	 わたしだけのはらぺこあおむし (ぬりえ絵本)	 9784033283104 	

　	 　	 月光浴	 9784096805718 	

　	 　	 三びきのこぶた	 9784924938236 	

　	 　	 四季山水—前田真三写真集	 9784817930026 	

　	 　	 寺山修司少女詩集 (角川文庫)	 9784041315279 	

　	 　	 大阪 新・長屋暮らしのすすめ	 9784422250083 	

　	 　	 八朔の雪—みをつくし料理帖 (ハルキ文庫 た 19-1 時代小説文庫)	 9784758434034 	

　	 　	 半農生活をはじめよう—つくって・食べて・売ってできれば月10万円稼ぐ	 9784761266295 	
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