
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117257386 愛のへんないきもの 早川　いくを／著 東京：ナツメ社 自然科学  

0117596239 仰げば尊し、和菓子のON? 高崎　康史／著 東京：ベストブック 総記

0117856831 阿川佐和子のこの棋士に会いたい 阿川　佐和子／[著] 東京：文藝春秋 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117767962 あなねこ 繁昌　良司／著 東京：集英社 農業園芸 

0114753973 あの頃ぼくらはアホでした 東野　圭吾／著 東京：集英社 書庫

0117260497 綾小路きみまろ 爆笑フォーエバー 綾小路　きみまろ／著 東京：文藝春秋 芸術      

0116981655 生きものの持ちかた 松橋　利光／著 東京：大和書房 自然科学  

0115842932 生きるコント　[1] 大宮　エリー／著 東京：文藝春秋 文学      

0116082678 生きるコント　2 大宮　エリー／著 東京：文藝春秋 文学      

0116990425 意識の高いデブ 意識の高いデブ／著 東京：KADOKAWA 総記

0117082073 医者のたまご、世界を転がる。 中島　侑子／著 東京：ポプラ社 地誌紀行 

0117207191 いのちの車窓から 星野　源／著 東京：KADOKAWA 文学      

0116120171 インドなんてもう絶対に行くか!!なますてっ! さくら　剛／著 東京：PHP研究所 地誌紀行 

0116698358 宇宙へ行きたくて液体燃料ロケットをDIYしてみた あさり　よしとお／著 東京：学研教育出版 工学      

0112334008 恨ミシュラン　[1] 西原　理恵子／著 東京：朝日新聞社 書庫

0116884081 うんこがへんないきもの 早川　いくを／著 東京：KADOKAWA 自然科学  

0115411738 ウンコな議論 ハリー・G.フランクファート／著 東京：筑摩書房 哲学心理 

0117065581 英国一家、インドで危機一髪 マイケル・ブース／著 東京：KADOKAWA 地誌紀行 

0117361154 英国一家、日本をおかわり マイケル・ブース／著 東京：KADOKAWA 民俗習慣

0116800434 英国一家、ますます日本を食べる マイケル・ブース／著 東京：亜紀書房 民俗習慣

0114782667 蛭子能収のゆるゆる人生相談 蛭子　能収／著 東京：光文社 哲学心理 

0116068727 エリーの部屋　かめ篇 大宮　エリー／著 東京：幻冬舎 文学      

0116043464 エリーの部屋　うさぎ篇 大宮　エリー／著 東京：幻冬舎 文学      

0116653114 大泉エッセイ 大泉　洋／著 東京：メディアファクトリー 芸術      

0117462077 大宮エリーのなんでコレ買ったぁ?! 大宮　エリー／著 東京：日本経済新聞出版社 文学      

0115573891 おかんカルタ 藤井組／著 東京：ベストセラーズ 総記

特集名：長野１月一般テーマ「初笑い」
特集期間：２０２１／１２／２６～２０２２／１／２７
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0114769508 おかんメール　[1] 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 総記

0114769516 おかんメール　2 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 総記

0116901919 おかんメール　3 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 総記

0116969320 おかんメール　4 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 総記

0117055699 おかんメール　5 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 総記

0117164061 おかんメール　6 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 総記

0117219113 おかんメール　Final 『おかんメール』制作委員会／編 東京：扶桑社 総記

0117275966 おじさん酒場 山田　真由美／文 東京：亜紀書房 生活科学  

0116447855 おじさん図鑑 なかむら　るみ／絵・文 東京：小学館 社会科学  

0117636258 お寺の掲示板 江田　智昭／著 東京：新潮社 宗教      

0117915793 お寺の掲示板 諸法無我 江田　智昭／著 東京：新潮社 宗教      

0114778103 男しか行けない場所に女が行ってきました 田房　永子／著 東京：イースト・プレス 民俗習慣

0116592668 大人にウケる子どもの質問 坪内　忠太／著 東京：新講社 総記

0117008029 大人に質問!「大人ってどのくらい大変なんですか?」 みうら　じゅん／答える人 東京：飛鳥新社 総記

0115118192 乙女なげやり 三浦　しをん／著 東京：太田出版 書庫

0115666232 思わずニヤリ。チョット知的なことわざ学 塩田　丸男／文 東京：技術評論社 民俗習慣

0117486605 俺か、俺以外か。 ROLAND／著 東京：KADOKAWA 歴史      

0116824277 音楽辞典 青島　広志／著 東京：学研パブリッシング 芸術      

0117796862 女のお悩み動物園 ジェーン・スー／著 東京：小学館 社会科学  

0116049834 カカシバイブル ピート小林／著 東京：東京書籍 民俗習慣

0116512336 学生時代にやらなくてもいい20のこと 朝井　リョウ／著 東京：文藝春秋 文学      

0117130278 学力テストおバカ回答プレミアム 日本博識研究所／著 東京：宝島社 総記

0112727292 元祖スバラ式世界 原田　宗典／著 東京：主婦の友社 書庫

0117684431 奇跡の論文図鑑 NHK「ろんぶ〜ん」制作班／編著 東京：NHK出版 総記

0117411272 木梨憲武って!? 木梨　憲武／著 東京：ベストセラーズ 芸術      

0117887695 君か、君以外か。 ROLAND／著 東京：KADOKAWA 歴史      

0116814179 きみまろ「夫婦川柳」傑作選　[1] 綾小路　きみまろ／編 東京：小学館 文学      

0117055970 きみまろ「夫婦川柳」傑作選　2 綾小路　きみまろ／編 東京：小学館 文学      

0117584300 きみまろ「夫婦川柳」傑作選　3 綾小路　きみまろ／編 東京：小学館 文学      

0116864760 京大芸人式日本史 菅　広文／著 東京：幻冬舎 歴史      

0115630931 金の言いまつがい ほぼ日刊イトイ新聞／[編] 東京：東京糸井重里事務所 言語      
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0117019448 菌世界紀行 星野　保／著 東京：岩波書店 自然科学  

0116632852 空想科学のツイッター 柳田　理科雄／著 東京：メディアファクトリー 自然科学  

0113930432 空想哲学読本 富増　章成／著 東京：洋泉社 哲学心理 

0116629502 健康男 A.J.ジェイコブズ／著 [東京]：日経BP社 医学      

0115261315 現実入門 穂村　弘／著 東京：光文社 書庫

0116583485 「濃い」おじさん図鑑 OJ-1グランプリ実行委員会／編 東京：辰巳出版 社会科学  

0117791772 声を出して笑っていただきたい本 西森　洋一／著 東京：ヨシモトブックス 芸術      

0117394411 ことばの劇薬 西原　理恵子／著 東京：文藝春秋 文学      

0117084152 コレ、噓みたいやけど、全部ホンマの話やねん コラアゲンはいごうまん／著 東京：幻冬舎 芸術      

0116399411 婚活したらすごかった 石神　賢介／著 東京：新潮社 社会科学  

0115842940 ザ・万歩計 万城目　学／著 東京：産業編集センター 文学      

0115937351 裁判官の人情お言葉集 長嶺　超輝／著 東京：幻冬舎 社会科学  

0115696163 裁判官の爆笑お言葉集 長嶺　超輝／著 東京：幻冬舎 社会科学  

0116622812 ざこBar 桂　ざこば／著 東京：朝日新聞出版 芸術      

0117023473 作家の収支 森　博嗣／著 東京：幻冬舎 文学      

0117818203 雑学の森 雑学の森探険隊／編 東京：青春出版社 総記

0116126095 雑草女に敵なし! 山田　隆道／著 東京：朝日新聞出版 産業      

0116308420 佐野洋子対談集人生のきほん 佐野　洋子／著 東京：講談社 文学      

0114433220 しをんのしおり 三浦　しをん／[著] 東京：新潮社 書庫

0116577776 師匠! 内海　桂子／著 東京：集英社 芸術      

0117927855 しまおまほのおしえてコドモNOW! しまお　まほ／著 東京：小学館 社会科学  

0116130634 島田洋七の老いてますます、おもろい人生 島田　洋七／著 東京：日本文芸社 社会科学  

0112942495 十七歳だった! 原田　宗典／著 東京：マガジンハウス 書庫

0117482182 春風亭一之輔 師いわく 春風亭　一之輔／師 東京：小学館 芸術      

0115127961 小生物語 乙一／著 東京：幻冬舎 書庫

0117330126 縄文人に相談だ 望月　昭秀／著 東京：国書刊行会 歴史      

0117245969 昭和レトロ自販機マニアックス 越野　弘之／著 東京：洋泉社 工学      

0115858979 ジョークで読む国際政治 名越　健郎／著 東京：新潮社 社会科学  

0115072902 食中毒への道　逆噴射亀虫編 ドンタコスとゆかいな仲間たち／編・著 東京：九天社 書庫

0115072894 食中毒への道　悶絶漂白剤編 ドンタコスとゆかいな仲間たち／編・著 東京：九天社 書庫

0117296269 しょせん幸せなんて、自己申告。 綾小路　きみまろ／著 東京：朝日新聞出版 芸術      
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0116552589 シルバー川柳　[1] 全国有料老人ホーム協会／編 東京：ポプラ社 文学      

0114987340 新・生活様式学入門 現代生活様式学会／著 東京：ぴあ 書庫

0114993140 人生激場 三浦　しをん／[著] 東京：新潮社 書庫

0116755232 SUPERネコでプッ! タカハシ　ヒカル／著 東京：宝島社 農業園芸 

0117319665 図解なんかへんな生きもの ぬまがさ　ワタリ／絵・文 東京：光文社 自然科学  

0117251629 ステキな奥さんあはっ　2 伊藤　理佐／著 東京：朝日新聞出版 文学      

0117647412 ステキな奥さんうぷぷっ　3 伊藤　理佐／著 東京：朝日新聞出版 文学      

0117004879 ステキな奥さんぶはっ 伊藤　理佐／著 東京：朝日新聞出版 文学      

0112493184 生活様式学入門 現代生活様式学会／著 東京：扶桑社 書庫

0114400385 世界音痴 穂村　弘／著 東京：小学館 書庫

0116605197 世界で一番おもしろい地図の読み方大事典 おもしろ地理学会／編 東京：青春出版社 地誌紀行 

0117901587 世界のふしぎなことわざ図鑑 北村　孝一／著 東京：KADOKAWA 民俗習慣

0116622101 世界の変なトイレ モーナ・E.グレゴリー／[著] 東京：エクスナレッジ 工学      

0114234065 世界ノホホン珍商売 白川　由紀／著 東京：共同通信社 書庫

0117255034 セツ先生とミチカの勝手にごひいきスター 長沢　節／著 東京：河出書房新社 芸術      

0116194416 絶叫委員会 穂村　弘／著 東京：筑摩書房 文学      

0116554833 絶体絶命を乗り切る超言いわけ術 叶井　俊太郎／著 東京：双葉社 総記

0117919043 絶滅危惧動作図鑑 藪本　晶子／著 東京：祥伝社 総記

0116352279 せまいルール せまいルール研究会／編著 東京：TOブックス 総記

0116091521 そして生活はつづく 星野　源／著 東京：マガジンハウス 文学      

0116793977 それでも猫は出かけていく ハルノ　宵子／著 東京：幻冬舎 農業園芸 

0117724245 だから拙者は負けました。 本郷　和人／監修 東京：宝島社 歴史      

0117043034 誰もがその先を聞きたくなる地理の話大全 おもしろ地理学会／編 東京：青春出版社 地誌紀行 

0116348038 中高年、鼻で確かめる消費期限 綾小路　きみまろ／著 東京：PHP研究所 芸術      

0117791780 超人間観察 西森　洋一／著 東京：ヨシモトブックス 芸術      

0117267526 超暇つぶし図鑑 ARuFa／著 東京：宝島社 総記

0117848655 鳥類学は、あなたのお役に立てますか? 川上　和人／著 東京：新潮社 自然科学  

0117165076 珍菌 堀　博美／文 東京：光文社 自然科学  

0117842740 ツッコミ読み!裏切りの日本昔話 ながた　みかこ／著 東京：笠間書院 民俗習慣

0116985615 強いおばさん弱いおじさん 小川　有里／著 東京：毎日新聞出版 社会科学  

0117051045 泥酔夫婦世界一周 松本　祐貴／文・写真 東京：オークラ出版 地誌紀行 



資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0114316243 哲学を疑え! 土屋　賢二／著 東京：飛鳥新社 哲学心理 

0117133504 どすぬき猫川柳 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117118257 豊臣秀吉を名乗る人物から刀狩りの連絡が来ました。詐欺でしょうか? スエヒロ／著 東京：幻冬舎 歴史      

0115349391 ドラえもん短歌 枡野　浩一／選 東京：小学館 文学      

0112481247 トラブルクッキング 群　ようこ／著 東京：集英社 書庫

0117631309 #どれだけのミスをしたかを競うミス日本コンテスト 水餃子のカンパネラ／編 東京：KADOKAWA 総記

0117390617 とんでもない死に方の科学 コーディー・キャシディー／著 東京：河出書房新社 自然科学  

0117650762 永田町絵画館 福本　ヒデ／著 東京：ワニブックス 芸術      

0117495853 懐かしの空き缶大図鑑 石川　浩司／著 東京：東海教育研究所 工学      

0112497573 ナンシー関の記憶スケッチアカデミー ナンシー関／編・著 東京：カタログハウス 書庫

0115030926 ナンシー関の記憶スケッチアカデミー　2 ナンシー関／編・著 東京：カタログハウス 書庫

0117301341 なんでこうなるのッ?! 大宮　エリー／著 東京：毎日新聞出版 文学      

0116864984 なんとか生きてますッ　[1] 大宮　エリー／著 東京：毎日新聞社 文学      

0117029512 なんとか生きてますッ　2 大宮　エリー／著 東京：毎日新聞出版 文学      

0117733253 ニッポン脱力神さま図鑑 宮田　珠己／著 東京：廣済堂出版 芸術      

0117053157 日本おとぼけ絵画史 金子　信久／著 東京：講談社 芸術      

0116744210 にょろり旅・ザ・ファイナル 青山　潤／著 東京：講談社 地誌紀行 

0114756000 ネコでプッププ〜 タカハシ　ヒカル／著 東京：宝島社 農業園芸 

0116570029 ネコでププッ! タカハシ　ヒカル／著 東京：宝島社 農業園芸 

0117279414 猫川柳　泰然自若編 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117123315 猫川柳　もふもふ覇王伝 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117304568 ねほりんぱほりんNHKニンゲンだもの NHK「ねほりんぱほりん」制作班／著 東京：マガジンハウス 産業      

0117605139 のっけから失礼します 三浦　しをん／著 東京：集英社 文学      

0115319907 はい、泳げません 高橋　秀実／著 東京：新潮社 書庫

0116593187 爆笑テストの珍解答編笑って学べる参考書歴史 東京：鉄人社 歴史      

0117855882 バズレシピ真夜中の背徳めし リュウジ／著 東京：扶桑社 生活科学  

0115911463 美女と竹林 森見　登美彦／著 東京：光文社 文学      

0113851539 美女と野球 リリー・フランキー／著 東京：河出書房新社 書庫

0117287409 必死すぎるネコ 沖　昌之／著 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117640474 必死すぎるネコ　前後不覚篇 沖　昌之／著 東京：辰巳出版 農業園芸 

0115759680 美男子のお値段 内藤　みか／著 東京：角川学芸出版 民俗習慣



資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0116269812 平山夢明と京極夏彦のバッカみたい、読んでランナイ! 平山　夢明／[著] 東京：TOKYO FM出版 産業      

0115179749 昼休みの友 野村　和彦／著 東京：碧天舎 文学      

0116206624 披露宴司会者は見た! 石川　楽子／著 東京：講談社 民俗習慣

0115782252 藤木勇人の沖縄妄想食堂 藤木　勇人／著 東京：主婦と生活社 民俗習慣

0115475121 ブスの壁 高須　克弥／著 東京：新潮社 書庫

0113230882 不道徳教育講座 三島　由紀夫／[著] 東京：角川書店 書庫

0117478933 ヘビってオナラするの? ニック・カルーソ／著 東京：パンローリング 自然科学  

0117904375 変な犬図鑑 いぬころ／著 東京：辰巳出版 農業園芸 

0116921529 ヘンな論文 サンキュータツオ／著 [東京]：KADOKAWA 総記

0117675306 ヘンテコ城めぐり 長谷川　ヨシテル／著 東京：柏書房 工学      

0117141788 抱腹絶倒!!プロレス取調室　昭和レスラー夢のオールスター編 玉袋　筋太郎／著 東京：毎日新聞出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117879072 ポジティブことば選び辞典 東京：学研プラス 言語      

0117213504 星野源雑談集　1 星野　源／著 東京：マガジンハウス 文学      

0117746750 ホスト万葉集　[巻の1] 手塚マキと歌舞伎町ホスト75人from Smappa!Group／作 東京：短歌研究社 文学      

0117814558 ホスト万葉集　巻の2 手塚マキと歌舞伎町ホスト80人from Smappa!Group／作 東京：短歌研究社 文学      

0117370734 本当にある!変なことわざ図鑑 森山　晋平／文 東京：プレジデント社 言語      

0115290850 本当はちがうんだ日記 穂村　弘／著 東京：集英社 文学      

0117779793 ホンネ特盛犬川柳 Shi‐Ba編集部／編集 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117490789 マイ遺品セレクション みうら　じゅん／著 東京：文藝春秋 総記

0117530683 また身の下相談にお答えします 上野　千鶴子／著 東京：朝日新聞出版 文庫本    

0117602565 まちがう人 和田さん研究家・K／著 東京：ダイヤモンド社 総記

0117634048 まるっと1年犬川柳 Shi‐Ba編集部／編 東京：辰巳出版 農業園芸 

0117828657 むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。 小川　仁志／著 東京：高橋書店 哲学心理 

0116136763 名著講義 藤原　正彦／著 東京：文藝春秋 総記

0115105322 もうおうちへかえりましょう 穂村　弘／著 東京：小学館 書庫

0117239970 もっとヘンな論文 サンキュータツオ／著 東京：KADOKAWA 総記

0115017063 夢のような幸福 三浦　しをん／著 東京：大和書房 書庫

0116303959 腰痛探検家 高野　秀行／著 東京：集英社 文庫本    

0117743252 欲が出ました ヨシタケ　シンスケ／著 東京：新潮社 文学      

0116316621 世にも奇妙なマラソン大会 高野　秀行／著 東京：本の雑誌社 地誌紀行 

0117213496 蘇える変態 星野　源／著 東京：マガジンハウス 文学      
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0117892315 リュウジのコンビニレストラン リュウジ／著 東京：宝島社 生活科学  

0112494810 臨機応答・変問自在 森　博嗣／著 東京：集英社 文学      

0114497670 臨機応答・変問自在　2 森　博嗣／著 東京：集英社 文学      

0117070664 老人の壁 養老　孟司／著 東京：毎日新聞出版 社会科学  

0116492612 老婆は一日にして成らず 綾小路　きみまろ／著 東京：PHP研究所 芸術      

0117764944 ローランド先生 東京：扶桑社 産業      

0117499152 私がオバさんになったよ ジェーン・スー／著 東京：幻冬舎 社会科学  

0117185033 わたくしたちの旅のかたち 兼高　かおる／著 東京：秀和システム 地誌紀行 

0117496414 笑う税金 本郷　尚／著 東京：タクトコンサルティング 総記

0117124115 笑える日本語辞典 KAGAMI&Co.／著 東京：講談社 言語      

0113840102 われ大いに笑う、ゆえにわれ笑う 土屋　賢二／著 東京：文芸春秋 書庫

0113840094 われ笑う、ゆえにわれあり 土屋　賢二／著 東京：文芸春秋 書庫


