
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 ｍｅｄｉｕｍ 相沢　沙呼／著 講談社 F ｱｲ

三世代探偵団　〔２〕 赤川　次郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｶ 2

さいはての家 彩瀬　まる／著 集英社 F ｱﾔ

イマジン？ 有川　ひろ／著 幻冬舎 F ｱﾘ

御社のチャラ男 絲山　秋子／著 講談社 F ｲﾄ

雲を紡ぐ 伊吹　有喜／著 文藝春秋 F ｲﾌﾞ

平蔵の母 逢坂　剛／著 文藝春秋 F ｵｳ

踏み跡にたたずんで 小野　正嗣／著 毎日新聞出版 F ｵﾉ

熱源 川越　宗一／著 文藝春秋 F ｶﾜ

占 木内　昇／著 新潮社 F ｷｳ

歌舞伎座の怪紳士 近藤　史恵／著 徳間書店 F ｺﾝ

清明 今野　敏／著 新潮社 F ｺﾝ

山岳捜査 笹本　稜平／著 小学館 F ｻｻ

ＧＡＰ 佐野　晶／著 小学館 F ｻﾉ

コープス・ハント 下村　敦史／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾓ

国道食堂　１ｓｔ　ｓｅａｓｏｎ 小路　幸也／著 徳間書店 F ｼﾖ 1

君がいないと小説は書けない 白石　一文／著 新潮社 F ｼﾗ

遠の眠りの 谷崎　由依／著 集英社 F ﾀﾆ

卍どもえ 辻原　登／著 中央公論新社 F ﾂｼﾞ

インタビューズ 堂場　瞬一／著 河出書房新社 F ﾄﾞｳ

騒がしい楽園 中山　七里／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ

掟上今日子の色見本 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

掟上今日子の家計簿 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

掟上今日子の婚姻届 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

掟上今日子の乗車券 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

掟上今日子の旅行記 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

猫君 畠中　恵／著 集英社 F ﾊﾀ

背高泡立草 古川　真人／著 集英社 F ﾌﾙ

今日もお疲れさま 群　ようこ／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾑﾚ



日本の小説 涼子点景１９６４ 森谷　明子／著 双葉社 F ﾓﾘ

桔梗の旗 谷津　矢車／著 潮出版社 F ﾔﾂ

太平洋食堂 柳　広司／著 小学館 F ﾔﾅ

魂の痕（きずあと） 梁　石日／著 河出書房新社 F ﾔﾝ

てしごと あさの　あつこ／著 徳間書店 F

外国の小説 友だち シーグリッド・ヌーネス／著 新潮社 933.7 ﾇﾈ

文庫 茉莉花官吏伝　７ 石田　リンネ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 7

オーダーは探偵に　〔１１〕 近江　泉美／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵｳ 11

スマホを落としただけなのに　囚われの殺人鬼 志駕　晃／著 宝島社 B F ｼｶﾞ

シャルール 田家　みゆき／著 文芸社 B F ﾀﾔ

ケーキ王子の名推理（スペシャリテ）　１～３ 七月　隆文／著 新潮社 B F ﾅﾅ 1～3

虹を操る少年 東野　圭吾／〔著〕 講談社 B F ﾋｶﾞ

高校事変　５ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 5

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　１１ 望月　麻衣／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾓﾁ 11

京都寺町三条のホームズ　１３ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 13

メインテーマは殺人 アンソニー・ホロヴィッツ／著 東京創元社 B 933.7 ﾎﾛ

わが指のオーケストラ　１～３ 山本　おさむ／著 秋田書店 B ｺﾐｯｸ ﾔﾜ 1～3

総記 支配の構造 堤　未果／著 ＳＢクリエイティブ 070.1 ｼ

哲学 「からだ」という神様 保江　邦夫／著 ビオ・マガジン 147.7 ﾔｶ

あなたの人生には、いいことしか起こらない 鈴木　真奈美／著 三笠書房 159 ｽｱ

歴史 明智光秀ゆかりの地を歩く サンライズ出版／編 サンライズ出版 289.1 ｱｹ

マンガでわかる明智光秀 柴　裕之／監修 池田書店 289.1 ｱｹ

ＴＲＡＮＳＩＴ　Ｎｏ．４６（２０１９Ｗｉｎｔｅｒ） ｅｕｐｈｏｒｉａ　ｆａｃｔｏｒｙ　ＴＲＡＮＳＩＴ編集部290.9 ﾄ 46

社会科学 日本の支配者 佐々木　憲昭／著 新日本出版社 312.1 ｻﾆ

戦後最悪の日韓関係 深草　徹／著 かもがわ出版 319.1 ﾌｾ

株とお金の未来を読む！ 菅下　清廣／著 実務教育出版 338.1 ｽｶ

金融グローバリズムの経済学 萩原　伸次郎／著 かもがわ出版 338.9 ﾊｷ

芝園団地に住んでいます 大島　隆／著 明石書店 365.3 ｵｼ

誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方 くどう　みやこ／著 主婦の友社 367.1 ｸﾀﾞ

「最期まで自宅」で暮らす６０代からの覚悟と準備 大久保　恭子／著 主婦の友社 367.7 ｵｻ

聖なるズー 濱野　ちひろ／著 集英社 367.9 ﾊｾ

ヤクザと芸能界 鈴木　智彦／ほか編 宝島社 368.5 ﾔ

遠距離介護で自滅しない選択 太田　差惠子／著 日本経済新聞出版社 369.2 ｵｴ

絵本でひらく心とことば 本と子どもの発達を考える会／著 かもがわ出版 378 ｴ

自然科学 宇宙は無限か有限か 松原　隆彦／著 光文社 443.9 ﾏｳ



自然科学 世界の起源 ルイス・ダートネル／著 河出書房新社 450 ﾀﾞｾ

ハシビロコウのすべて 今泉　忠明／監修 廣済堂出版 488.5 ﾊ

モグラハンドブック 飯島　正広／著 文一総合出版 489.4 ｲﾓ

まぁるい死 徳永　進／著 朝日新聞出版 490.1 ﾄﾏ

ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川　和夫／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 493.7 ﾊﾎﾞ

何歳からでも丸まった背中が２カ月で伸びる！ 安保　雅博／著 すばる舎 498.3 ｱﾅ

１０１歳現役医師の死なない生活 田中　旨夫／著 幻冬舎 498.3 ﾀﾋ

丹田発声・呼吸法で医者要らず 松井　和義／著 コスモ２１ 498.3 ﾏﾀ

技術 文房具語辞典 高畑　正幸／著 誠文堂新光社 589.7 ﾀﾌﾞ

パターン補正バイブル 加藤　容子／著 日本文芸社 593.3 ｶﾊﾟ

超カンタン！手づくりの通園・通学グッズ 寺西　恵里子／著 朝日新聞出版 594 ﾃﾁ

フープの中の万華鏡マンダラモチーフの刺しゅう カリーナ・エンヴォルトセン＝ハリス／著 ブティック社 594.2 ｴﾌ

大人の刺繍図案 土橋　のり子／著 グラフィック社 594.2 ﾂｵ

ハイトモニカの刺繍アクセサリー ハイトモニカ／著 ブティック社 594.2 ﾊﾊ

はじめてのやせ筋トレ とがわ　愛／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 595.6 ﾄﾊ

丸めないハンバーグ、包まないシュウマイ。 近藤　幸子／著 文化学園文化出版局 596 ｺﾏ

芸術 マッちゃん８４歳人生店じまいはムズカシイ 沼野　正子／著 岩波書店 726.6 ﾇﾏ

読売報道写真集　２０２０ 読売新聞東京本社 748 ﾖ 20

旭とルリ子 中平　まみ／著 展望社 778.2 ｺﾊﾞ

麒麟がくる　前編 池端　俊策／ほか作 ＮＨＫ出版 778.8 ｷ 1

２０２０年ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」完全読本 産経新聞出版 778.8 ﾆ

どこからお話ししましょうか 柳家　小三治／著 岩波書店 779.1 ﾔﾅ

文学 ジジイの言い分 松崎　菊也／著 本の泉社 914.6 ﾏﾂ

毎朝ちがう風景があった 椎名　誠／著 新日本出版社 915.6 ｼｲ

コミック 手塚マンガでエコロジー入門 手塚　治虫／著 子どもの未来社 ｺﾐｯｸ ﾃﾃ

児童書（読物） ほねほねザウルス　２２ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F ｸﾞﾙ 22

ふしぎパティシエールみるか　５ 斉藤　洋／作 あかね書房 F ｻｲ 5

怪狩り　巻ノ１，２ 佐東　みどり／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻﾄ 1,2

死神デッドライン　１ 針　とら／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾘ 1

みけねえちゃんにいうてみな　モフモフさいこう！ 村上　しいこ／作 理論社 F ﾑﾗ

魔法のたいこと金の針 茂市　久美子／作 あかね書房 F ﾓｲ

動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン／作 ポプラ社 ｽｲﾘ

北の海の冒険者 メアリー・ポープ・オズボーン／著ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

きれいずきのマグスおばさん イーディス・サッチャー・ハード／ぶん 大日本図書 933 ﾊﾄﾞ

壁抜け男 マルセル・エーメ／作 理論社 953 ｴﾒ



児童書（知識） 「走る図書館」が生まれた日 シャーリー・グレン／作 評論社 016

古代遺跡のサバイバル　２ 洪　在徹／文 朝日新聞出版 202 2

パンツをさがせ！ 小室　尚子／さく ワニブックス 291

せかいのトイレ ＥＲＩＫＯ／著 日本能率協会マネジメントセンター 383

森の物語 アーネスト・トンプソン・シートン／作 理論社 480

パンツをさがせ！ 小室　尚子／さく ワニブックス 491

への本 オナラファクトリー／著 ポプラ社 491

イチからつくるのり〈接着剤〉 早川　典子／編 農山漁村文化協会 579

１０分スイーツ＆１００円ラッピング　秋 まちやま　ちほ／著 理論社 596 3

１０分スイーツ＆１００円ラッピング　冬 まちやま　ちほ／著 理論社 596 4

音楽ってなんだろう？ 池辺　晋一郎／著 平凡社 760 ｲｵ

知ってた？世界のスポーツルールと歴史 アダム・スキナー／文 徳間書店 780 ｽｼ

のびーる国語慣用句 細川　太輔／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814

のびーる国語ことわざ 細川　太輔／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814

のびーる国語四字熟語 細川　太輔／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814

おろしてください 有栖川　有栖／作 岩崎書店 E ｲﾁ

絵本 おいかけっこのひみつ いとう　ひろし／作 ポプラ社 E ｲﾄ

きんのフライパンぎんのフライパン ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｵﾊﾞ

コスモスちょうじゃ ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｵﾊﾞ

ゼロとふしぎなおふだ ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｵﾊﾞ

ゼロとまめのき ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｵﾊﾞ

まよいのもりとおかしのいえ たかせ　かつゆき／ぶん あいうえお館 E ｵﾊﾞ

パンダくんの大冒険 オフィスシバチャン ベネッセコーポレーション E ｵﾌ

おむすびとかいじゅうのくに たかせ　かつゆき／ぶん あいうえお館 E ｶﾜ

ゆだんはきんもつ ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｶﾜ

もじもじこぶくん 小野寺　悦子／ぶん 福音館書店 E ｷｸ

ドン・ウッサそらをとぶ キューライス／著 白泉社 E ｷﾕ

カネゴンとかきのたね ひらい　たろう／ぶん あいうえお館 E ｸﾗ

ガラモンとりゅうぐうじょう ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｸﾗ

３びきのかいじゅう えいじゅう　たかのり／ぶん あいうえお館 E ｸﾗ

ちゅうもんのおおいレストラン ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｸﾗ

なにがぬけるかな えいじゅう　たかのり／ぶん あいうえお館 E ｸﾗ

バルタンとてぶくろ えいじゅう　たかのり／ぶん あいうえお館 E ｸﾗ

まごころのおくりもの えいじゅう　たかのり／ぶん あいうえお館 E ｸﾗ

ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター／さく サンクチュアリ出版 E ｺﾂ



絵本 まよなかのせおよぎ 近藤　未奈／作 講談社 E ｺﾝ

ねえさんといもうと シャーロット・ゾロトウ／文 あすなろ書房 E ｻｶ

おにゃけ 大塚　健太／作 パイインターナショナル E ｼﾊﾞ

Ｍｉｃｈｉ　みち ｊｕｎａｉｄａ／著 福音館書店 E ｼﾞﾕ

しろくまきょうだいのケーキやさん ｓｅｒｉｃｏ／え 白泉社 E ｾﾘ

ウォッシュバーンさんがいえからでない１３のりゆう 中川　ひろたか／作 文溪堂 E ﾀｶ

くじらすくい 水凪　紅美子／作 ＢＬ出版 E ﾀﾅ

ねむねむごろん たなか　しん／作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ﾀﾅ

チョコレート・ウォーズ エリス・ドラン／作 光村教育図書 E ﾄﾞﾗ

ちいさなレオのだいぼうけん たけのうち　だいすけ／ぶん あいうえお館 E ﾅﾝ

ペネロペおおきくなったらなにになる？ アン・グットマン／ぶん 岩崎書店 E ﾊﾚ

ギンガのおにたいじ たかせ　かつゆき／ぶん あいうえお館 E ﾋｶ

つきとユリアンひめ ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ﾋｶ

はしれギンガ ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ﾋｶ

ブースカのふゆじたく えいじゅう　たかのり／ぶん あいうえお館 E ﾋｶ

ベリアルとくものいと たけのうち　だいすけ／ぶん あいうえお館 E ﾋｶ

むれ ひろた　あきら／さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ﾋﾛ

じぶんではなをかめるかな 深見　春夫／さく・え 岩崎書店 E ﾌｶ

ブラウンぼうやのとびきりさいこうのひ イソベル・ハリス／文 ロクリン社 E ﾌﾗ

やきいもとおにぎり みやにし　たつや／作絵 鈴木出版 E ﾐﾔ

まっくらなよるのムー むらかみ　ひとみ／さく イマジネイション・プラス E ﾑﾗ

いっぽんのせんとマヌエル　ピクニックのひ マリア・ホセ・フェラーダ／文 偕成社 E ﾒﾅ

さかながはねて 中川　ひろたか／ぶん 世界文化社 E ﾓﾘ

あつかったらぬげばいい ヨシタケ　シンスケ 白泉社 E ﾖｼ

はるとあき 斉藤　倫／作 小学館 E ﾖｼ

まめざらちゃん あさの　ますみ／文 白泉社 E ﾖｼ

でたでたでた りとう　ようい／作 絵本館 E ﾘﾄ

オーブとたびびとのふく ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ﾜﾀ

世界中からたっくさん！ マーク・マーティン／作 偕成社 E 290


