
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 アンダークラス 相場　英雄／著 東京：小学館 F ｱｲ

教室に並んだ背表紙 相沢　沙呼／著 東京：集英社 F ｱｲ

お探し物は図書室まで 青山　美智子／著 東京：ポプラ社 F ｱｵ

サンクチュアリ 岩城　けい／著 東京：筑摩書房 F ｲﾜ

今度生まれたら 内館　牧子／著 東京：講談社 F ｳﾁ

冬の狩人 大沢　在昌／著 東京：幻冬舎 F ｵｵ

つくられた謀反人光秀 岡野　正昭／著 東京：幻冬舎メディアコンサルティング F ｵｶ

今夜 小野寺　史宜／著 東京：新潮社 F ｵﾉ

傍聴者 折原　一／著 東京：文藝春秋 F ｵﾘ

銀の夜 角田　光代／著 東京：光文社 F ｶｸ

お龍のいない夜 風野　真知雄／著 東京：小学館 F ｶｾﾞ

悪魔を殺した男 神永　学／著 東京：講談社 F ｶﾐ

チンギス紀　９ 北方　謙三／著 東京：集英社 F ｷﾀ 9

ハッピーライフ 北大路　公子／著 札幌：寿郎社 F ｷﾀ

対極 鬼田　隆治／著 東京：小学館 F ｷﾀﾞ

明治開化安吾捕物帖　1～３ 坂口　安吾／著 東京：沖積舎 F ｻｶ １～３

インビジブル 坂上　泉／著 東京：文藝春秋 F ｻｶ

質草女房 渋谷　雅一／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F ｼﾌﾞ

２０２０年の恋人たち 島本　理生／著 東京：中央公論新社 F ｼﾏ

誘拐ファミリー 新堂　冬樹／著 東京：双葉社 F ｼﾝ

私を月に連れてって 鈴木　るりか／著 東京：小学館 F ｽｽﾞ

白日 月村　了衛／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾂｷ

十の輪をくぐる 辻堂　ゆめ／著 東京：小学館 F ﾂｼﾞ

どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地　はるな／著 東京：双葉社 F ﾃﾗ

復讐の協奏曲（コンチェルト） 中山　七里／著 東京：講談社 F ﾅｶ

ニキ 夏木　志朋／著 東京：ポプラ社 F ﾅﾂ

小説アドルフ・ヒトラー　３ 濱田　浩一郎／著 東京：アルファベータブックス F ﾊﾏ 3

恋する少年十字軍 早助　よう子／著 東京：河出書房新社 F ﾊﾔ

一橋桐子〈７６〉の犯罪日記 原田　ひ香／著 東京：徳間書店 F ﾊﾗ

階段にパレット 東　直子／著 東京：ポプラ社 F ﾋｶﾞ

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野　圭吾／著 東京：光文社 F ﾋｶﾞ

北条五代　上・下 火坂　雅志／著 東京：朝日新聞出版 F ﾋｻ 1・２

青春とは、 姫野　カオルコ／著 東京：文藝春秋 F ﾋﾒ

ぼくもだよ。 平岡　陽明／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F ﾋﾗ

水と礫 藤原　無雨／著 東京：河出書房新社 F ﾌｼﾞ



日本の小説 ちえもん 松尾　清貴／著 東京：小学館 F ﾏﾂ

聖女か悪女 真梨　幸子／著 東京：小学館 F ﾏﾘ

転生貴族の異世界冒険録　４～５ 夜州／著 東京：一二三書房 F ﾔｼ 4～５

攫い鬼 輪渡　颯介／著 東京：講談社 F ﾜﾀ

Ｓｅｖｅｎ　Ｓｔｏｒｉｅｓ 糸井　重里／著 東京：文藝春秋 F

外国の小説 １９８４年に生まれて 郝 景芳／著 東京：中央公論新社 923.7 ﾊｵ

ミルクマン アンナ・バーンズ／著 東京：河出書房新社 933.7 ﾊﾞﾝ

ニッケル・ボーイズ コルソン・ホワイトヘッド／著 東京：早川書房 933.7 ﾎﾜ

黒魚都市 サム・Ｊ．ミラー／著 東京：早川書房 933.7 ﾐﾗ

アルマ ル・クレジオ／著 東京：作品社 953.7 ﾙｸ

文　庫 茉莉花官吏伝　９ 石田　リンネ／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 9

希望病棟 垣谷　美雨／著 東京：小学館 B F ｶｷ

閻魔堂沙羅の推理奇譚　〔１〕～〔７〕 木元　哉多／著 東京：講談社 B F ｷﾓ 1～７

神話の密室 知念　実希人／著 東京：新潮社 B F ﾁﾈ

魔弾の射手 知念　実希人／著 東京：新潮社 B F ﾁﾈ

白子の柚子釜 中島　久枝／著 東京：角川春樹事務所 B F ﾅｶ

さくら 西　加奈子／著 東京：小学館 B F ﾆｼ

あやかしの家の仮主さま 三川　みり／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ

教誨師 堀川　惠子／〔著〕 東京：講談社 B 188.7 ﾜﾀ

家なき子　上・下 エクトール・マロ／〔著〕 東京：新潮社 B 953.6 ﾏﾛ 1・2

総　記 パソコン＆ＩＴがまるわかりデジタル最新用語事典 東京：日経ＢＰ社 007.3 ﾊﾟ

司書のお仕事　２ 大橋　崇行／著 東京：勉誠出版 013.1 ｵｼ 2

橋をかける 美智子／著 東京：文藝春秋 019.5 ｼﾞﾊ

カバー、おかけしますか？　２ 中西　晴代／編 東京：出版ニュース社 24

天才頭脳・水上颯の「最強クイズ全書」　２ 水上　颯／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 031.7 ﾐﾃ 2

哲　学 「具体　抽象」トレーニング 細谷　功／著 東京：ＰＨＰ研究所 141.5 ﾎｸﾞ

大丈夫！人生はぜ～んぶ自分で決められる。　Ｖｏｌ．1～2 Ｓａｃｈｉ　Ｔａｋｅｋｏｓｈｉ／著 東京：大和出版 147 ｻﾀﾞ 1～２

不安を消すコツ 植西　聰／著 東京：自由国民社 159 ｳﾌ

億万長者のすごい！習慣 内藤　誼人／著 東京：廣済堂出版 159 ﾅｵ

ぜんぶ、すてれば 中野　善壽／〔著〕 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 159.4 ﾅｾﾞ

７４歳、ないのはお金だけ。あとは全部そろってる ミツコ／著 東京：すばる舎 159.7 ﾐﾅ

歴　史 昭和史七つの謎と七大事件 保阪　正康／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 210.7 ﾎｼ

芸者 増田　小夜／著 東京：平凡社 289.1 ﾏｽ

社会科学 連帯の時代 伊藤　千尋／著 東京：新日本出版社 302.3 ｲﾚ

コモンの再生 内田　樹／著 東京：文藝春秋 304 ｳｺ

負けてたまるか！日本人 丹羽　宇一郎／著 東京：朝日新聞出版 304 ﾆﾏ

文藝春秋オピニオン２０２１年の論点１００ 東京：文藝春秋 304 ﾌﾞ

忘れない、許さない！ 上脇　博之／著 京都：かもがわ出版 312.1 ｶﾜ

これから３年、史上空前のデジタルバブルで資産をつくりなさい 菅下　清廣／著 東京：徳間書店 338.1 ｽｺ

人生のやめどき 樋口　恵子／著 東京：マガジンハウス 367.7 ﾋｼﾞ

大切な人は今もそこにいる 千葉　望／著 東京：理論社 369.3 ﾁﾀ



社会科学 おそい・はやい・ひくい・たかい　１０９ 町田：ジャパンマシニスト社 370.5 ｵ 109

おはなしいっぱい！楽しい手袋シアター ａｍｉｃｏ／著 東京：新星出版社 376.1 ｱｵ

昭和少年カルチャーＤＸ おおこし　たかのぶ／著 東京：辰巳出版 384.5 ｵｼ

自然科学 人類大図鑑 ロバート・ウィンストン／総編集 東京：ネコ・パブリッシング 469.0 ｼﾞ

世界のふしぎな木の実図鑑 小林　智洋／著 大阪：創元社 471.1 ｺｾ

すごい！へんてこ生物 ＮＨＫ「へんてこ生物アカデミー」制作班／監修 東京：祥伝社 480.4 ｽ

エンド・オブ・ライフ 佐々　涼子／著 東京：集英社インターナショナル 490.1 ｻｴ

看護覚え書 フロレンス・ナイチンゲール／〔著〕 東京：うぶすな書院 492.9 ﾅｶ

認知症対策の新常識 鈴木　宏幸／著 東京：日東書院本社 493.7 ｽﾆ

全脳活性で潜在意識を書きかえる 山岡　尚樹／著 東京：フォレスト出版 498.3 ﾔｾﾞ

技　術 伝説の家政婦・志麻さんの繰り返し食べたいチキンとポークのおかずＢＯＯＫ　保存版 東京：扶桑社 596.3 ﾃﾞ

ジンジャースイーツ 若山　曜子／著 〔東京〕：立東舎 596.6 ﾜｼﾞ

芸　術 『鬼滅の刃』流強い自分のつくり方 井島　由佳／著 東京：アスコム 726.1 ｲｷ

日本マンガ全史 澤村　修治／著 東京：平凡社 726.1 ｻﾆ

えんとつ町のプペル にしの　あきひろ／著 東京：幻冬舎 726.6 ﾆｴ

近代日本の音楽百年　第３巻 細川　周平／著 東京：岩波書店 762.1 ﾎｷ

上質メロディーを奏でる決定版ピアノ名曲選 東京：シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｼﾞ

全音歌謡曲全集　６９ 全音楽譜出版社出版部／編 東京：全音楽譜出版社 M 767.8 ｾﾞ 69

何はなくとも三木のり平 小林　のり一／著 東京：青土社 772.1 ﾐｷ

「最前線の映画」を読む 町山　智浩／著 東京：集英社インターナショナル 778.0 ﾏｻ

麒麟がくる　完結編 池端　俊策／ほか作 東京：ＮＨＫ出版 778.8 ｷ 3

「地方」と「努力」の現代史 石岡　学／著 東京：青土社 788.5 ｲﾁ

天才頭脳・水上颯の「最強クイズ全書」　〔１〕 水上　颯／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 798 ﾐﾃ 1

言　語 文章を読む、書くのが楽しくなっちゃう本 ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ／著 東京：朝日新聞出版 816 ﾌﾞ

文　学 飛ぶ教室　６３（２０２０ＡＵＴＵＭＮ） 飛ぶ教室編集部／編集 東京：光村図書出版 909.0 ﾄ 63

谷崎潤一郎を知っていますか 阿刀田　高／著 東京：新潮社 910.2 ﾀﾆ

わたしの好きな季語 川上　弘美／著 東京：ＮＨＫ出版 911.3 ｶﾜ

日曜日は青い蜥蜴 恩田　陸／著 東京：筑摩書房 914.6 ｵﾝ

あかるい死にかた 木内　みどり／著 東京：集英社インターナショナル 914.6 ｷｳ

ガラスの５０代 酒井　順子／著 東京：講談社 914.6 ｻｶ

美麗島プリズム紀行 乃南　アサ／著 東京：集英社 915.6 ﾉﾅ

郷　土 明智光秀公ゆかりの丹波猿楽の祖　能楽の名家梅若氏 大嶋　文隆 綾部：丹波福知山明智光秀公研究会 A 289 ｳﾒ

児童書（知識） 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社／編 東京：河出書房新社 159

戦国最強武将へタイムワープ 柏葉　比呂樹／マンガ 東京：朝日新聞出版 210

ピラミッドのサバイバル　３ 洪　在徹／文 東京：朝日新聞出版 242 3

エベレスト サングマ・フランシス／文 東京：徳間書店 292

社会を知るためには 筒井　淳也／著 東京：筑摩書房 304

子どもが安全にくらすために読む絵本　〔１〕 タナカ　ヒロシ／作 東京：ベースボール・マガジン社 369

ジュニア空想科学読本　１３ 柳田　理科雄／著 東京：汐文社 404 13

どっちが強い！？Ｘ　４～５ エアーチーム／まんが 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404 4～５

実験対決　３６ 洪　鐘賢／絵 東京：朝日新聞出版 407 36



児童書（知識） ひとすじの光 ウォルター・ウィック／文・写真 東京：小学館 425

ドラえもん探究ワールドすごい！発明のひみつ 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 東京：小学館 507

おしりダンディ　ザ・ヤング トロル／〔原案・監修〕 東京：集英社 726.1 ｵ

アニメコミックおしりたんてい　４～５ 東京：ポプラ社 778.7 ｱ 4～５

児童書（読物） 見た目レンタルショップ　化けの皮 石川　宏千花／著 東京：小学館 F ｲｼ

メイドイン十四歳 石川　宏千花／〔著〕 東京：講談社 F ｲｼ

大どろぼうジャム・パン　〔４〕 内田　麟太郎／作 東京：文研出版 F ｳﾁ 4

世界一クラブ　〔１０〕 大空　なつき／作 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ 10

つっきーとカーコのたからもの おくはら　ゆめ／作 東京：佼成出版社 F ｵｸ

魔女が相棒？オコジョ姫とカエル王子 柏葉　幸子／作 東京：理論社 F ｶｼ

竜が呼んだ娘　魔女の産屋 柏葉　幸子／作 〔東京〕：朝日学生新聞社 F ｶｼ

おばけのアッチとコロッケとうさん 角野　栄子／さく 東京：ポプラ社 F ｶﾄﾞ

卒業旅行 小手鞠　るい／著 東京：偕成社 F ｺﾃﾞ

ねこの町の小学校 小手鞠　るい／作 東京：講談社 F ｺﾃﾞ

星空としょかんへようこそ 小手鞠　るい／作 東京：小峰書店 F ｺﾃﾞ

まちのおばけずかん 斉藤　洋／作 東京：講談社 F ｻｲ

探検！いっちょかみスクール　魔法使いになるには編 宗田　理／作 東京：静山社 F ｿｳ

おしりたんてい　おしりたんていのこい！？ トロル／さく・え 東京：ポプラ社 F ﾄﾛ

エリーゼさんをさがして 梨屋　アリエ／著 東京：講談社 F ﾅｼ

かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原　ゆたか／さく・え 東京：ポプラ社 F ﾊﾗ

絶望鬼ごっこ　〔１４〕 針　とら／作 東京：集英社 F ﾊﾘ 14

おっちょこ魔女先生　〔２〕 廣嶋　玲子／作 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋﾛ 2

妖怪の子預かります　８ 廣嶋　玲子／作 東京：東京創元社 F ﾋﾛ 8

防災室の日曜日 村上　しいこ／作 東京：講談社 F ﾑﾗ

あしたのことば 森　絵都／作 東京：小峰書店 F ﾓﾘ

山田県立山田小学校　７～８ 山田　マチ／作 東京：あかね書房 F ﾔﾏ 7

ミッドナイトギャングの世界へようこそ デイヴィッド・ウォリアムズ／作 東京：小学館 933 ｳｵ

ぞうくんかいぞくになる セシル・ジョスリン／作 神戸：出版ワークス 933 ｼﾞﾖ

かるいお姫さま ジョージ・マクドナルド／作 東京：岩波書店 933 ﾏｸ

金の鍵 ジョージ・マクドナルド／作 東京：岩波書店 933 ﾏｸ

ひみつの妖精ハウス ケリー・マケイン／作 東京：ポプラ社 933 ﾏｹ

アポロンと５つの神託　４ リック・リオーダン／著 東京：ほるぷ出版 933 ﾘｵ 4

イッカボッグ Ｊ．Ｋ．ローリング／著 東京：静山社 933 ﾛﾘ

塔の上のラプンツェル 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 943

絵　本 おばあちゃんのおうち はせがわ　さとみ／さく・え 〔東京〕：学研プラス E 369

あぁ、アジのひらきがたべたいっ！ かねまつ　すみれ／作 東京：文研出版 E ｱｵ

ゴロゴロゴロゴロ あき　びんご／作 東京：くもん出版 E ｱｷ

めをとじてみえるのは マック・バーネット／ぶん 東京：評論社 E ｱｾ

こうさぎたちのクリスマス エイドリアン・アダムズ／作・絵 東京：徳間書店 E ｱﾀﾞ

氷上カーニバル あべ　弘士／作 東京：のら書店 E ｱﾍﾞ

しかくいので 新井　洋行／作 東京：講談社 E ｱﾗ



絵　本 かわいい！どうぶつパーク いしかわ　こうじ／作・絵 東京：童心社 E ｲｼ

こくん 村中　李衣／作 東京：童心社 E ｲｼ

あのねこは 石津　ちひろ／文 東京：フレーベル館 E ｳﾉ

ラプンツェル ベサン・ウルヴィン／作 東京：文化学園文化出版局 E ｳﾙ

リトルレッド ベサン・ウルヴィン／作 東京：文化学園文化出版局 E ｳﾙ

ルドルフ赤い鼻のトナカイ ロバート・Ｌ．メイ／作 東京：子どもの未来社 E ｶﾊﾟ

てあらいできるかな きむら　ゆういち／さく 東京：偕成社 E ｷﾑ

ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤　ノリコ／著 東京：白泉社 E ｸﾄﾞ

レミーさんのひきだし 斉藤　倫／作 東京：小学館 E ｸﾗ

こすずめとゆき 深山　さくら／文 東京：佼成出版社 E ｸﾛ

ぜったいにあけちゃダメ？ ビル・コッター／さく 東京：サンクチュアリ出版 E ｺﾂ

もみのきそのみをかざりなさい 五味　太郎／著 東京：ＫＴＣ中央出版 E ｺﾞﾐ

ひみつのビクビク フランチェスカ・サンナ／作 東京：廣済堂あかつき E ｻﾝ

自転車がほしい！ マリベス・ボルツ／文 東京：光村教育図書 E ｼﾞﾖ

なんでもレストラン 鈴木　まもる／さく・え 東京：文溪堂 E ｽｽﾞ

七五三すくすくおいわいの日！ ますだ　ゆうこ／作 東京：文溪堂 E ﾀﾁ

おおきなおおきな木みたいに ブリッタ・テッケントラップ／作・絵 東京：ひさかたチャイルド E ﾃﾂ

ネコとなかよくなろうよ トミー・デ・パオラ／作 東京：光村教育図書 E ﾃﾞﾊﾟ

かけだしたイス サトシン／作 徳島：あわわ E ﾄﾞﾘ

みそしるをつくる 高山　なおみ／文 東京：ブロンズ新社 E ﾅｶﾞ

こたつうし かわまた　ねね／作 〔東京〕：世界文化ワンダークリエイト E ﾊｾ

くらやみきんしの国 エミリー・ハワース＝ブース／さく 東京：あかね書房 E ﾊﾜ

ヒキガエルがいく パク　ジォンチェ／作 東京：岩波書店 E ﾊﾟｸ

もしもだるまにであったら 山田　マチ／作 東京：あかね書房 E ﾌｸ

おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール／さく 東京：評論社 E ﾌﾞﾗ

ねこのオーランドー３びきのグレイス キャスリーン・ヘイル／さく 東京：好学社 E ﾍﾙ

オレ、ねたくないからねない デヴ・ペティ／ぶん 東京：マイクロマガジン社 E ﾎﾞﾙ

はくしゅぱちぱち 中川　ひろたか／文 大阪：ひかりのくに E ﾑﾗ

リュックをしょって 村上　康成／作 東京：絵本塾出版 E ﾑﾗ

えっ！わたしだけの学校？ 劉　旭恭／文・絵 東京：新日本出版社 E ﾘﾕ

こぐまちゃんとどうぶつえん わかやま　けん／〔え〕 東京：こぐま社 E ﾜｶ

すみっコぐらしをさがせ　３ 主婦と生活社／編 東京：主婦と生活社 E 3

なにかがいる 佐藤　雅彦／作 東京：福音館書店 E

ドラゴンのお医者さん パトリシア・バルデス／文 東京：岩崎書店 E 289

しゅつどう！しょうぼうたい 鎌田　歩／作・絵 東京：金の星社 E 317

おやすみなさいどうぶつたち ケイト・プレンダーガスト／さく 東京：潮出版社 E 481

ぼくたちはみんな旅をする ローラ・ノウルズ／文 東京：講談社 E 481

ほうさんちゅう 松岡　篤／監修 東京：アリス館 E 483

このかみなあに？ 谷内　つねお／さく 東京：福音館書店 E 585


