
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 馬疫 茜　灯里／著 光文社 F ｱｶ

わたし、定時で帰ります。　〔３〕 朱野　帰子／〔著〕 新潮社 F ｱｹ 3

にぎやかな落日 朝倉　かすみ／著 光文社 F ｱｻ

百合中毒 井上　荒野／著 集英社 F ｲﾉ

悪魔には悪魔を 大沢　在昌／著 毎日新聞出版 F ｵｵ

めぐりんと私。 大崎　梢／著 東京創元社 F ｵｵ

ＭＲ 久坂部　羊／著 幻冬舎 F ｸｻ

曲亭の家 西條　奈加／〔著〕 角川春樹事務所 F ｻｲ

初詣で 佐伯　泰英／著 文藝春秋 F ｻｴ

田舎のポルシェ 篠田　節子／著 文藝春秋 F ｼﾉ

ブックキーパー脳男 首藤　瓜於／著 講談社 F ｼﾕ

われらの世紀 真藤　順丈／著 光文社 F ｼﾝ

破天荒 高杉　良／著 新潮社 F ﾀｶ

愛されなくても別に 武田　綾乃／著 講談社 F ﾀｹ

オオカミ県 多和田　葉子／文 論創社 F ﾀﾜ

緑陰深きところ 遠田　潤子／著 小学館 F ﾄｵ

沈黙の終わり　上・下 堂場　瞬一／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾄﾞｳ 1・2

白鳥とコウモリ 東野　圭吾／著 幻冬舎 F ﾋｶﾞ

５２ヘルツのクジラたち 町田　そのこ／著 中央公論新社 F ﾏﾁ

ワンダフル・ライフ 丸山　正樹／著 光文社 F ﾏﾙ

エレジーは流れない 三浦　しをん／著 双葉社 F ﾐｳ

白鯨 夢枕　獏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾕﾒ

ポラリスが降り注ぐ夜 李　琴峰／著 筑摩書房 F ﾘ

外国の小説 過ぎにし夏、マーズ・ヒルで エリザベス・ハンド／〔著〕 東京創元社 933 ﾊﾝ

青い瞳にひそやかに恋を ジュリア・クイン／著 竹書房 933.7 ｸｲ



洋書 GOING SOLO Roald Dahl Puffin Books 930.2 DA

Skin and Other Stories Roald Dahl Puffin Books 933 DA

文庫 きよのお江戸料理日記 秋川　滝美／〔著〕 アルファポリス B F ｱｷ

壁 安部　公房／著 新潮社 B F ｱﾍﾞ

砂の女 安部　公房／著 新潮社 B F ｱﾍﾞ

ちょっと徳右衛門 稲葉　稔／著 文藝春秋 B F ｲﾅ

日雇い浪人生活録　３ 上田　秀人／著 角川春樹事務所 B F ｳｴ 3

妾屋の四季 上田　秀人／〔著〕 幻冬舎 B F ｳｴ

エージェント 榎本　憲男／著 中央公論新社 B F ｴﾉ

ブルーロータス 榎本　憲男／著 中央公論新社 B F ｴﾉ

ワルキューレ 榎本　憲男／著 中央公論新社 B F ｴﾉ

子育て承り候 沖田　正午／著 双葉社 B F ｵｷ

要・調査事項です！　〔１〕 きりしま　志帆／著 集英社 B F ｷﾘ

面影汁 倉阪　鬼一郎／著 二見書房 B F ｸﾗ

迷い子の櫛 倉本　由布／著 集英社 B F ｸﾗ

デパートの可憐さん！ 笹森　岬／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｻｻ

後宮の烏　５ 白川　紺子／著 集英社 B F ｼﾗ 5

あきない世傳金と銀　９・１０ 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ 9・10

雪華燃ゆ 知野　みさき／著 光文社 B F ﾁﾉ

イダジョ！ 史夏　ゆみ／著 角川春樹事務所 B F ﾄｹﾞ

イダジョ！　研修医編 史夏　ゆみ／著 角川春樹事務所 B F ﾄｹﾞ

秘剣の名医　１・２ 永井　義男／著 コスミック出版 B F ﾅｶﾞ

最高のオバハン　〔２〕 林　真理子／著 文藝春秋 B F ﾊﾔ 2

青蘭国後宮みがわり草紙　〔第１巻〕 早見　慎司／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾔ

仇討ち免状 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

一万両の長屋 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

卯之吉江戸に還る 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

卯之吉子守唄 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

お犬大明神 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

お化け大名 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

隠密流れ旅 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ



文庫 海嘯千里を征く 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

影武者八巻卯之吉 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

昏き道行き 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

甲州隠密旅 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

御前試合 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

御用金着服 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

刺客三人 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

水難女難 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

千両役者捕物帖 幡　大介／著 角川春樹事務所 B F ﾊﾞﾝ

千里眼験力比べ 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

大富豪同心 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

天下覆滅 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

贋の小判に流れ星 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

走れ銀八 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

闇の奉行 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

湯船盗人 幡　大介／著 双葉社 B F ﾊﾞﾝ

青葉雨 藤原　緋沙子／〔著〕 幻冬舎 B F ﾌｼﾞ

鬼の鈴 藤原　緋沙子／〔著〕 幻冬舎 B F ﾌｼﾞ

細雨 藤原　緋沙子／〔著〕 幻冬舎 B F ﾌｼﾞ

仙文閣の稀書目録 三川　みり／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ

金閣寺 三島　由紀夫／著 新潮社 B F ﾐｼ

あなたとオムライス 山口　恵以子／著 角川春樹事務所 B F ﾔﾏ

あの日の親子丼 山口　恵以子／著 角川春樹事務所 B F ﾔﾏ

うちのカレー 山口　恵以子／著 角川春樹事務所 B F ﾔﾏ

たまゆらに 山本　一力／著 文藝春秋 B F ﾔﾏ

警視庁５３教場 吉川　英梨／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾖｼ

青嵐吹く 六道　慧／著 光文社 B F ﾘｸ

天地に愧じず 六道　慧／著 光文社 B F ﾘｸ

ロンドン謎解き結婚相談所 アリスン・モントクレア／著 東京創元社 B 933 ﾓﾝ

総記 今さら聞けないパソコン仕事の効率アップ５０ 森田　圭美／著 同文舘出版 007.6 ﾓｲ

哲学 思考力改善ドリル 植原　亮／著 勁草書房 141.5 ｳｼ



哲学 生まれてこないほうが良かったのか？ 森岡　正博／著 筑摩書房 150 ﾓｳ

人間の器 丹羽　宇一郎／著 幻冬舎 159 ﾆﾆ

今日も言い訳しながら生きてます ハ・ワン／文・イラスト ダイヤモンド社 159 ﾊｷ

卒サラの教科書 木村　拓也／著 秀和システム 159.4 ｷｿ

歴史 京都を学ぶ　洛東編 京都学研究会／編 ナカニシヤ出版 291.6 ｷ

社会科学 新しい世界 クーリエ・ジャポン／編 講談社 304 ｱ

ストップ！！国政の私物化 上脇　博之／著 あけび書房 312.1 ｽ

ロッキード 真山　仁／著 文藝春秋 312.1 ﾏﾛ

独立警察監視機関と公職選挙法 茶畑　保夫／編・著 茶畑保夫 318.4 ﾁﾄﾞ

リモートワーク大全 壽　かおり／著 ポプラ社 336 ｺﾘ

なんで家族を続けるの？ 内田　也哉子／著 文藝春秋 367.3 ｳﾅ

株式会社ウチらめっちゃ細かいんで 佐藤　啓／著 あさ出版 367.6 ｻｶ

おとなの週刊現代　２０２１Ｖｏｌ．２ 講談社 367.7 ｵ 21-2

レクリエ　２０２１－１・２月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 21-1

レクリエ　２０２１－３・４月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 21-3

レクリエ　２０２１－５・６月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 21-5

自然科学 「役に立たない」研究の未来 初田　哲男／著 柏書房 407 ﾔ

宇宙のとびら　２０２１Ｓｐｒｉｇ０５５ 公益財団法人　日本宇宙少年団（ＹＡＣ） 学研プラス 440

脊柱管狭窄症を自分で治す！ 大谷内　輝夫／著 主婦の友社 494.6 ｵｾ

ぷるぷる健康法 張　永祥／著 たま出版 498.3 ﾁﾌﾟ

赤ちゃんのための補完食入門 相川　晴／著 彩図社 498.5 ｱｱ

図解新型コロナウイルスメンタルヘルス対策 亀田　高志／著 エクスナレッジ 498.8 ｶｽﾞ

技術 身近な環境・生活のホントがよくわかる本 浦野　紘平／共著 オーム社 519 ｳﾐ

カラフルで愛らしい刺し子のふきんと小物 ｓａｓｈｉｋｏｎａｍｉ／著 日本ヴォーグ社 594.2 ｻｶ

ホットクックだからおいしい！絶品レシピ１５０ 牛尾　理恵／著 文化学園文化出版局 596 ｳﾎ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

農家直伝たくさんとれた野菜の保存と料理 池上　正子／著 永岡書店 596.3 ｲﾉ

1か月で確実にやせるダイエットカレンダー 扶桑社 596.3 ｵ

パパのトリセツ２．０ おおた　としまさ／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 599 ｵﾊﾟ

男親が賢く元気な子を育てる 能登　春男／著 さくら舎 599 ﾉｵ

おいしい育児 佐川　光晴／著 世界思想社 599.0 ｻｵ



産業 おしゃれに飾るベランダ菜園 原　由紀子／監修 ブティック社 626.9 ｵ

柴犬さんのツボ　なんとかなるさ！ 影山　直美／絵と文 辰巳出版 645.6 ｶｼ 13

芸術 国宝の解剖図鑑 佐藤　晃子／著 エクスナレッジ 709.1 ｻｺ

鳥獣戯画決定版 増記　隆介／監修 平凡社 721.2 ﾁ

折り紙王子の凄ワザ！折り紙 有澤　悠河／著 河出書房新社 754.9 ｱｵ

折紙の文化史 小林　一夫／著 里文出版 754.9 ｺｵ

リアル折り紙 福井　久男／著 河出書房新社 754.9 ﾌﾘ

大人のピアノ・ソロ・ソングブック シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｵ

音楽配信ヒット・ソング デブロＭＰ M 763.2 ｵ

昭和の歌謡曲・ポップス大全集 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｼ

ネット発の超人気ソング２４ シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾈ

ピアニストが弾きたい！ネットで話題の名曲集 デブロＭＰ M 763.2 ﾋﾟ

ポピュラー・サウンズ デブロＭＰ M 763.2 ﾎﾟ

クラシック・ギターのしらべ　アンコール編［新装改訂版］ 齊藤　松男 リットーミュージック M 763.5 ｻｸ

タンゴの真実 小松　亮太／著 旬報社 764.7 ｺﾀ

あの夏の正解 早見　和真／著 新潮社 783.7 ﾊｱ

気の開発メソッド　中級編 宇城　憲治／著 合気ニュース 789 ｳｷ

脳内エステＩＱサプリ フジテレビ出版 798.3 ﾉ 1

脳内エステＩＱサプリ　Ｖｅｒ．２ フジテレビ出版 798.3 ﾉ 2

言語 世界の「こんにちは」 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所／監修 日経ナショナルジオグラフィック社 801.7 ｾ

文学 ひきこもり図書館 頭木　弘樹／編 毎日新聞出版 908 ﾋ

伊藤一彦が聞く牧水賞歌人の世界 伊藤　一彦／編・著 青磁社 911.1 ｲｲ

隣の国のことばですもの 金　智英／著 筑摩書房 911.5 ｲﾊﾞ

概念革命 岩切　弥生／著 きれい・ねっと 914.6 ｲﾜ

生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー／著 新潮社 914.6 ｼﾞｴ

三谷幸喜のありふれた生活　１６ 三谷　幸喜／著 朝日新聞出版 914.6 ﾐﾀ 16

ミカンの味 チョ　ナムジュ／著 朝日新聞出版 929 ﾁﾖ

花の子ども オイズル・アーヴァ・オウラヴスドッティル／著 早川書房 949 ｵｲ

郷土 私市郷歴史漫遊 稗田　壽一 稗田　壽一 A 216.2 ﾋｼ

綾部の素敵なお店屋さん　2021 綾部商工会議所 綾部商工会議所 A 291.6 ｱ

腸内細菌のベストバランスが病気にならない体をつくる 佐々木　淳／著 ロングセラーズ A 491.7 ｻﾁ



郷土 腸内細菌はすごい！ 佐々木　淳／著 ロングセラーズ A 491.7 ｻﾁ

ハンディクラフツ　Vol.１１１　２０２１年３月号 公益財団法人　日本手芸普及協会 公益財団法人　日本手芸普及協会 A 594 ﾊ

句集　迷路 四方　禎治 NHK学園 A 911.4 ｼｸ

児童書（知識) ドラえもん社会ワールド情報に強くなろう 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 007

世界史探偵コナン　７～９ 青山　剛昌／原作 小学館 209 7～9

牧野富太郎 清水　洋美／文 汐文社 289 ﾏｷ

自閉症の僕が跳びはねる理由 東田　直樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 378

実験対決　３７ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 37

表・グラフの読み方・つくり方 渡辺　美智子／監修 ＰＨＰ研究所 417

むしこぶみつけた 新開　孝／写真・文 ポプラ社 486.1

雪虫 石黒　誠／文・写真 福音館書店 486.5

カラスのいいぶん 嶋田　泰子／著 童心社 488.9

オランウータンに会いたい 久世　濃子／著 あかね書房 489.9

児童書（読物） エカシの森と子馬のポンコ 加藤　多一／作 ポプラ社 F ｶﾄ

はりねずみのルーチカ　〔１０〕 かんの　ゆうこ／作 講談社 F ｶﾝ 10

うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠　るい／さく 講談社 F ｺﾃﾞ

サステナブル・ビーチ 小手鞠　るい／作 さ・え・ら書房 F ｺﾃﾞ

そのときがくるくる すず　きみえ／作 文研出版 F ｽｽﾞ

アニメコミックおしりたんてい　７ ポプラ社 F ﾄﾛ 7

サンドイッチクラブ 長江　優子／作 岩波書店 F ﾅｶﾞ

ウィズ・ユー 濱野　京子／作 くもん出版 F ﾊﾏ

都会（まち）のトム＆ソーヤ　１７ はやみね　かおる／〔著〕 講談社 F ﾊﾔ 17

絶体絶命ゲーム　１～８ 藤　ダリオ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ 1～8

みつばちと少年 村上　しいこ／著 講談社 F ﾑﾗ

人類滅亡フラグがたちました！ 令丈　ヒロ子／著 ＰＨＰ研究所 F ﾚｲ

見つけ隊と燃える小屋のなぞ イーニッド・ブライトン／著 早川書房 ｽｲﾘ

ぼくはおじいちゃんと戦争した ロバート・Ｋ．スミス／著 あすなろ書房 933 ｽﾐ

兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン／著 あすなろ書房 933 ﾎﾞｲ

アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ／作 評論社 933 ﾓﾊﾟ

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー／作 徳間書店 943 ｴﾝ

おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ／作 フレーベル館 949 ｳｵ



児童書（洋書） Fantastic Mr Fox Roald Dahl Puffin Books 933 DA

The Giraffe And The Pelly And Me Roald Dahl Puffin Books 933 DA

Matilda Roald Dahl Puffin Books 933 DA

The Magic Finger Roald Dahl Puffin Books 933 DA

Billy and the The Minpins Roald Dahl Puffin Books 933 DA

The Enormous Crocodile Roald Dahl Puffin Books 933 DA

Wonderful Story of Henry Sugar and Six More Roald Dahl Puffin Books 933 DA

Danny, the Champion of the World Roald Dahl Puffin Books 933 DA

THE BFG Roald Dahl Puffin Books 933 DA

CHARLIE AND THE GREAT GLASS ELEVATOR Roald Dahl Puffin Books 933 DA

George's Marvellous Medicine Roald Dahl Puffin Books 933 DA

JAMES AND THE GIANT PEACH Roald Dahl Puffin Books 933 DA

絵本 そのつもり 荒井　良二／作 講談社 E ｱﾗ

ひそひそ　こしょこしょ うちむら　たかし／作 クレヨンハウス E ｳﾁ

にげろ！どろねこちゃん 竹下　文子／文 教育画劇 E ｵｸ

ゆめぎんこう コンドウ　アキ 白泉社 E ｺﾝ

はろるどのたからさがし クロケット・ジョンソン／原作 出版ワークス E ｼﾞﾖ

あなふさぎのジグモンタ とみなが　まい／作 ひさかたチャイルド E ﾀｶ

きたきつねとはるのいのち 手島　圭三郎／絵・文 絵本塾出版 E ﾃｼﾞ

ももんちゃんのっしのっし とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾖ

ねずみくんのピッピッピクニック なかえ　よしを／作 ポプラ社 E ﾅｶ

えんそくねこねこ 長野　ヒデ子／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾅｶﾞ

ともだちいっしゅうかん 内田　麟太郎／作 偕成社 E ﾌﾘ

あまがえるりょこうしゃ 松岡　たつひで／〔作〕 福音館書店 E ﾏﾂ

ばいばいいってきまーす みやにし　たつや／著 アリス館 E ﾐﾔ

あきらがあけてあげるから ヨシタケ　シンスケ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾖｼ

ひー りとう　ようい／作・絵 鈴木出版 E ﾘﾄ

みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ／文 さ・え・ら書房 E ﾚｲ


