
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 観月 麻生　幾／著 文藝春秋 F ｱｿ

バイター 五十嵐　貴久／著 光文社 F ｲｶﾞ

法廷遊戯 五十嵐　律人／著 講談社 F ｲｶﾞ

いとまの雪　上・下 伊集院　静／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｼﾞ 1・2

さのよいよい 戌井　昭人／著 新潮社 F ｲﾇ

夢幻 上田　秀人／著 中央公論新社 F ｳｴ

あずかりやさん　〔４〕 大山　淳子／著 ポプラ社 F ｵｵ 4

コロナと潜水服 奥田　英朗／著 光文社 F ｵｸ

朝焼けにファンファーレ 織守　きょうや／〔著〕 新潮社 F ｵﾘ

本好きの下剋上　第５部〔４〕 香月　美夜／著 ＴＯブックス F ｶｽﾞ 5-4

騙る 黒川　博行／著 文藝春秋 F ｸﾛ

天を測る 今野　敏／著 講談社 F ｺﾝ

雪に撃つ 佐々木　譲／〔著〕 角川春樹事務所 F ｻｻ

処方箋のないクリニック 仙川　環／著 小学館 F ｾﾝ

境界線 中山　七里／著 ＮＨＫ出版 F ﾅｶ

我、過てり 仁木　英之／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾆｷ

偶然にして最悪の邂逅 西澤　保彦／著 東京創元社 F ﾆｼ

野良犬の値段 百田　尚樹／著 幻冬舎 F ﾋﾔ

乳房のくにで 深沢　潮／著 双葉社 F ﾌｶ

じい散歩 藤野　千夜／著 双葉社 F ﾌｼﾞ

空洞のなかみ 松重　豊／著 毎日新聞出版 F ﾏﾂ

当確師　十二歳の革命 真山　仁／著 中央公論新社 F ﾏﾔ

雪のなまえ 村山　由佳／著 徳間書店 F ﾑﾗ

しのぶ恋 諸田　玲子／著 文藝春秋 F ﾓﾛ

劇場版鬼滅の刃　無限列車編ノベライズ 吾峠　呼世晴／原作 集英社 F ﾔｹﾞ

神様には負けられない 山本　幸久／著 新潮社 F ﾔﾏ

新宿特別区警察署Ｌの捜査官 吉川　英梨／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖｼ

外国の小説 海賊王と秘密の楽園 サブリナ・ジェフリーズ／著 幻冬舎 933.7 ｼﾞｪ

恋人のふりをして ペニー・ジョーダン／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933.7 ｼﾞｮ

オリーヴ・キタリッジ、ふたたび エリザベス・ストラウト／著 早川書房 933.7 ｽﾄ

炎と血　１ ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン／著 早川書房 933.7 ﾏﾃ 1

サンレモ、運命の街 ミシェル・リード／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933.7 ﾘﾄﾞ

赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン／著 新潮社 953.7 ﾛﾗ

文庫 乱麻 上田　秀人／〔著〕 講談社 B F ｳｴ

他殺の効用 内田　康夫／著 祥伝社 B F ｳﾁ

竜騎士のお気に入り　１～７ 織川　あさぎ／著 一迅社 B F ｵﾘ 1～7

捕り物に姉が口を出してきます 神楽坂　淳／〔著〕 ポプラ社 B F ｶｸﾞ

ジョゼと虎と魚たち 田辺　聖子／〔著〕 角川書店 B F ﾀﾅ



文庫 大奥の縁 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

当確師 真山　仁／著 中央公論新社 B F ﾏﾔ

メイデーア転生物語　４ 友麻　碧／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 4

あやかしお宿の十二ケ月。 友麻　碧／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

闇の呪縛を打ち砕け 結城　光流／〔著〕 角川書店 B F ﾕｳ

早替わりで候 吉橋　通夫／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾖｼ

偽りの結婚指輪 キム・ローレンス／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B 933.7 ﾛﾚ

総記 なんでも「はじめて」大全 スチュワート・ロス／著 東洋経済新報社 031.4 ﾛﾅ

哲学 手の倫理 伊藤　亜紗／著 講談社 141.2 ｲﾃ

１２の贈り物 シャーリーン・コスタンゾ／作 ポプラ社 159 ｺｼﾞ

一生お金に困らないクリエイティブな働き方 長谷川　エレナ朋美／著 廣済堂出版 159.4 ﾊｲ

凛として生きるための１００の言葉 ワタナベ　薫／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159.8 ﾜﾘ

歴史 人類前史　上・下 グラハム・ハンコック／著 双葉社 209.2 ﾊｼﾞ 1・2

完全解明　明智光秀の謎 菅原　倫 つむぎ書房 210.4 ｽｶ

日本百名山ルートマップ　２０２１ 山と渓谷編集部 山と渓谷社 291.0 ﾆ

社会科学 百田尚樹の日本国憲法 百田　尚樹／〔著〕 祥伝社 323.1 ﾋﾋ

おやときどきこども 鳥羽　和久／著 ナナロク社 367.3 ﾄｵ

コロナ禍の東京を駆ける 稲葉　剛／編 岩波書店 368.2 ｺ

あっち側の彼女、こっち側の私 結生／著 朝日新聞出版 368.7 ﾕｱ

「ティール時代」の子育ての秘密 天外　伺朗／著 内外出版社 370.4 ﾃﾃ

自然科学 楽しい雪の結晶観察図鑑 武田　康男／文・写真 緑書房 451.6 ﾀﾀ

地球が燃えている ナオミ・クライン／著 大月書店 451.8 ｸﾁ

ママ、最後の抱擁 フランス・ドゥ・ヴァール／〔著〕 紀伊國屋書店 481.7 ﾊﾞﾏ

うるおい漢方 大塚　まひさ／著 青春出版社 490.9 ｵｳ

ＬＩＦＥＳＰＡＮ デビッド・Ａ．シンクレア／著 東洋経済新報社 491.3 ｼﾗ

本を気持ちよく読めるからだになるための本 松波　太郎／著 晶文社 492.7 ﾏﾎ

沖縄の看護 大嶺千枝子 新星出版 492.9 ｵｷ

耳鳴り・難聴 文響社 496.6 ﾐ

コロナと生きる 内田　樹／著 朝日新聞出版 498.6 ｳｺ

技術 糖質オフのやせる２週間献立 扶桑社 596 ﾄ

やせる腸活レシピＢＯＯＫ オレンジページ 596 ﾔ

すみごこち　Vol．１３ 株式会社第一プログレス 株式会社ＦＰコーポレーション 597.0 ｽ 13

産業 パルダリウム 小森　智之／監修 笠倉出版社 627.8 ﾊﾟ

いちばんわかりやすい運転免許認知機能検査対策ブック 長　信一／著 成美堂出版 685.1 ｲ

芸術 面白いほどわかる！クラシック入門 松本　大輔／著 青弓社 760 ﾏｵ

音楽で生きる方法 相澤　真一／著 青弓社 760.7 ｵ

中島みゆきベスト曲集　〔２０１６〕 ケイ・エム・ピー M 763.5 ﾅ

福山雅治プレミアム・ベスト ケイ・エム・ピー M 763.5 ﾌ

福山雅治ベスト曲集 （有）ケイ・エム・ビー M 763.5 ﾌ

松山千春ベスト曲集　〔２０２０〕 ケイ・エム・ピー M 763.5 ﾏ

Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ （有）ケイ・エム・ピーkmp M 763.5 ﾐ

水のように 浪花　千栄子／著 朝日新聞出版 778.2 ﾅﾆ

おちょやん　Ｐａｒｔ１ 八津　弘幸／作 ＮＨＫ出版 778.8 ｵ 1

山の便利帳　２０２１ 山と渓谷編集部 山と渓谷社 786.1 ﾔ

言語 世界最高の話し方 岡本　純子／著 東洋経済新報社 809.2 ｵｾ



言語 なぜ、読解力が必要なのか？ 池上　彰／〔著〕 講談社 810.4 ｲﾅ

文学 ふつうでない時をふつうに生きる 岸本　葉子／著 中央公論新社 914.6 ｷｼ

私は夕暮れ時に死ぬと決めている 下重　暁子／著 河出書房新社 914.6 ｼﾓ

しくじり家族 五十嵐　大／著 ＣＣＣメディアハウス 916 ｲｶﾞ

「連れ合い」と「相方」 井上　吉郎／著 ウインかもがわ 916 ｲﾂ

郷土 社団福祉法人中筋保育園５０周年記念誌　令和２（２０２０）年１２月 社団福祉法人中筋保育園５０周年記念実行委員会 社団福祉法人中筋保育園５０周年記念実行委員会 A 376.1 ｼ

歌集　妻を看取りて 内藤　昇 A 911.4 ﾅｶ

京都風音（かぜのね）ピアノ１００年の物語 隅垣　健／文・絵 京都新聞出版センター A F ｽｷ

どうとく　４ 「道徳」編集委員会／著 東京書籍 A 375 ﾄﾞ

児童書（知識） 渋沢栄一 老川　慶喜／監修 小学館 289 ｼﾌﾞ

池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　１ 池上　彰／監修 学研プラス 361 1

なぜ？どうして？科学のお話　３年生 大山　光晴／総合監修 学研プラス 404

こども統計学 渡辺　美智子／監修 カンゼン 417

超高層ビルのサバイバル　１ ポップコーン・ストーリー／文 朝日新聞出版 526 1

ほねほねザウルス大図鑑 カバヤ食品株式会社／監修 岩崎書店 759 ﾎ

ウルトラマン全戦士超ファイル 小学館 778.8 ｳ

児童書（読物） グレッグのダメ日記　なんとかなるさ ジェフ・キニー／作 ポプラ社 933 ｷﾆ

現代語で読む生まれ出づる悩み 有島　武郎／作 理論社 F ｱﾘ

現代語で読む野菊の墓 伊藤　左千夫／作 理論社 F ｲﾄ

ラストサバイバル　９～１１ 大久保　開／作 集英社 F ｵｵ 9～11

おとのさま、まほうつかいになる 中川　ひろたか／作 佼成出版社 F ﾅｶ

現代語で読む坊っちゃん 夏目　漱石／作 理論社 F ﾅﾂ

現代語で読むたけくらべ 樋口　一葉／作 理論社 F ﾋｸﾞ

妖怪の子預かります　９・１０ 廣嶋　玲子／作 東京創元社 F ﾋﾛ 9・10

鬼滅の刃　１・２ 吾峠　呼世晴／原作　絵 集英社 F ﾏﾂ 1・2

劇場版鬼滅の刃　無限列車編 吾峠　呼世晴／原作 集英社 F ﾏﾂ

現代語で読む舞姫 森　鴎外／作 理論社 F ﾓﾘ

絵本 あべ弘士のシートン動物記　２ Ｅ．Ｔ．シートン／原作 学研プラス E 480 2

絵本はたらく細胞 清水　茜／原作 講談社 E 491

たいせつなびゅうにゅう キッチン　ミノル 白泉社 E 648

うずらのかあさん 第2版3刷 平田　恵美子 沖縄時事出版 E 昔話

ルラルさんのつりざお いとう　ひろし／作 ポプラ社 E ｲﾄ

くつやさんとおばけ いわさき　さとこ／作 神戸：ＢＬ出版 E ｲﾜ

チコちゃんに叱られる　なぜ、ひととわかれるときにてをふるの? 海老　克哉／文 文溪堂 E ｵｵ

チコちゃんに叱られる　ひとがペットをかうのはなぜ? 海老　克哉／文 文溪堂 E ｵｵ

ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ｸﾄﾞ

とんとんとめてくださいな こいで　たん／ぶん 福音館書店 E ｺｲ

おともだちになってくれる？ サム・マクブラットニィ／ぶん 評論社 E ｼﾞｴ

怪物園 ｊｕｎａｉｄａ／著 福音館書店 E ｼﾞﾕ

キス・スキ 越野　民雄／作 講談社 E ﾀｶ

びんぼうがみとふくのかみ 富安　陽子／文 小学館 E ﾄﾐ

七五三だよ一・二・三 長野　ヒデ子／作・絵 佼成出版社 E ﾅｶﾞ

９９９ひきのきょうだいのおやすみなさい 木村　研／文 ひさかたチャイルド E ﾑﾗ

だっこさんかいサンタクロース 角野　栄子／作 小学館 E ﾖｼ


