
日本の小説 ただいま神様当番 青山　美智子／著 宝島社 F ｱｵ

息子のボーイフレンド 秋吉　理香子／著 Ｕ－ＮＥＸＴ F ｱｷ

星に祈る あさの　あつこ／著 ＰＨＰ研究所 F ｱｻ

ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部　和重／著 毎日新聞出版 F ｱﾍﾞ

仮面 伊岡　瞬／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｵ

ボーンヤードは語らない 市川　憂人／著 東京創元社 F ｲﾁ

イタリア幻想曲 内田　康夫／著 角川書店 F ｳﾁ

小さな神たちの祭り 内館　牧子／著 潮出版社 F ｳﾁ

オルタネート 加藤　シゲアキ／著 新潮社 F ｶﾄ

海神の子 川越　宗一／著 文藝春秋 F ｶﾜ

雪の朝の約束 木澤　千／著 文芸社 F ｷｻ

遠（とおくの）巷説百物語 京極　夏彦／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｷﾖ

神よ憐れみたまえ 小池　真理子／著 新潮社 F ｺｲ

婿どの相逢席 西條　奈加／著 幻冬舎 F ｻｲ

梅花下駄 佐伯　泰英／著 文藝春秋 F ｻｴ

雨の日は、一回休み 坂井　希久子／著 ＰＨＰ研究所 F ｻｶ

君と歩いた青春 小路　幸也／著 中央公論新社 F ｼﾖ

長い一日 滝口　悠生／著 講談社 F ﾀｷ

琥珀の夏 辻村　深月／著 文藝春秋 F ﾂｼﾞ

雨夜の星たち 寺地　はるな／著 徳間書店 F ﾃﾗ

大連合 堂場　瞬一／著 実業之日本社 F ﾄﾞｳ

商う狼 永井　紗耶子／著 新潮社 F ﾅｶﾞ

万事快調（オール・グリーンズ） 波木　銅／著 文藝春秋 F ﾅﾐ

ランチ酒　〔３〕 原田　ひ香／著 祥伝社 F ﾊﾗ 3

世阿弥最後の花 藤沢　周／著 河出書房新社 F ﾌｼﾞ

星影さやかに 古内　一絵／著 文藝春秋 F ﾌﾙ

ヒトコブラクダ層ぜっと　上 万城目　学／著 幻冬舎 F ﾏｷ 1

ヒトコブラクダ層ぜっと　下 万城目　学／著 幻冬舎 F ﾏｷ 2

まりも日記 真梨　幸子／著 講談社 F ﾏﾘ

インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川　博子／著 早川書房 F ﾐﾅ

あなたにオススメの 本谷　有希子／著 講談社 F ﾓﾄ

ブレイクニュース 薬丸　岳／著 集英社 F ﾔｸ

ＪＡＧＡＥ 夢枕　獏／著 祥伝社 F ﾕﾒ

罪の因果性 横関　大／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖｺ

緊急事態下の物語 尾崎　世界観／著 河出書房新社 F

外国の小説 遅咲きの男 莫言／著 中央公論新社 923 ﾓｲ

ボドキン家の強運 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス／著 国書刊行会 933 ｳﾂ

こうしてあなたたちは時間戦争に負ける アマル・エル＝モフタール／著 早川書房 933 ｴﾙ

蛇の言葉を話した男 アンドルス・キヴィラフク／著 河出書房新社 993 ｷﾍ



文庫 これは経費で落ちません！　８ 青木　祐子／著 集英社 B F ｱｵ 8

鎌倉うずまき案内所 青山　美智子／著 宝島社 B F ｱｵ

猫のお告げは樹の下で 青山　美智子／著 宝島社 B F ｱｵ

木曜日にはココアを 青山　美智子／著 宝島社 B F ｱｵ

要訣 上田　秀人／著 講談社 B F ｳｴ

にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者　８ 香月　航／著 一迅社 B F ｶｽﾞ 8

ヴァン・ショーをあなたに 近藤　史恵／著 東京創元社 B F ｺﾝ

タルト・タタンの夢 近藤　史恵／著 東京創元社 B F ｺﾝ

マカロンはマカロン 近藤　史恵／著 東京創元社 B F ｺﾝ

帰郷 新津　きよみ／著 光文社 B F ﾆｲ

二宮ナズナの花嵐な事件簿 望月　麻衣／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾓﾁ

３分で読める！コーヒーブレイクに読む喫茶店の物語 『このミステリーがすごい！』編集部／編 宝島社 B F

吃音 近藤　雄生／著 新潮社 B 496.9 ｺｷ

秘伝マルマツボ刺激ヨーガ 伊藤　武／著 講談社 B 498.3 ｲﾋ

１３歳、「私」をなくした私 山本　潤／著 朝日新聞出版 B 916 ﾔﾏ

ミステリアム ディーン・クーンツ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B 933 ｸﾝ

総記 読書大全 堀内　勉／著 日経ＢＰ 019.9 ﾎﾄﾞ

哲学 大丈夫！すべて思い通り。 Ｈｏｎａｍｉ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159 ﾎﾀﾞ

やりきる力 堀江　貴文／著 学研プラス 159 ﾎﾔ

日本一わかりやすい「強みの作り方」の教科書 板坂　裕治郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159.4 ｲﾆ

働き方の哲学 村山　昇／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 159.4 ﾑﾊ

般若心経ものがたり 青山　俊董／著 大法輪閣 183.2 ｱﾊ

歴史 明治維新の歴史 梅田　正己／著 高文研 210.5 ｳﾒ

日本のいちばん長い夏 半藤　一利／編 文藝春秋 210.7 ﾆ

はげましてはげまされて 竹浪　正造／著 廣済堂出版 289.1 ﾀｹ

喜ばれる人になりなさい 永松　茂久／著 すばる舎 289.1 ﾅｶﾞ

旅ボン　イタリア編 ボンボヤージュ／著 ゴマブックス 290.9 ﾎﾞﾀ

８０歳、歩いて日本縦断 石川　文洋／著 新日本出版社 291.0 ｲﾊ

社会科学 リスク大全 深津　嘉成／著 インプレス 301 ﾌﾘ

この国の希望のかたち 伊勢　雅臣／著 グッドブックス 304 ｲｺ

この国を覆う憎悪と嘲笑の濁流の正体 青木　理／著 講談社 312.1 ｱｺ

主権者のいない国 白井　聡／著 講談社 312.1 ｼｼ

女たちのポリティクス ブレイディみかこ／著 幻冬舎 312.8 ﾌﾞｵ

１４歳から考えたいレイシズム アリ・ラッタンシ／著 すばる舎 316.8 ﾗｼﾞ

実子誘拐ビジネスの闇 池田　良子／著 飛鳥新社 324.6 ｲｼﾞ

お金持ちになりたければ「超（スーパー）」成長株を買いなさい。 菅下　清廣／著 実務教育出版 338.1 ｽｵ

負けるが花 小野　美世／著 海竜社 367.3 ｵﾏ

定年後の居場所 楠木　新／著 朝日新聞出版 367.7 ｸﾃ

レクリエ　２０２１－７・８月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 21-7

おはなしマジック あんざき　こういち／著 フレーベル館 376.1 ｱｵ

自然科学 爆発する宇宙 戸谷　友則／著 講談社 440 ﾄﾊﾞ

くらべてわかるシダ 桶川　修／文 山と溪谷社 476.0 ｵｸ

もしあと１年で人生が終わるとしたら？ 小澤　竹俊／著 アスコム 490.1 ｵﾓ

技術 知財がひらく未来 山本　秀策／著 朝日新聞出版（発売） 507.2 ﾔﾁ



技術 環境白書　循環型社会白書／生物多様性白書　令和３年版 環境省大臣官房環境計画課／編集 日経印刷 R 519.0 ｶ

海上保安レポート　２０２１ 海上保安庁／編集 日経印刷 R 557.8 ｶ

海上保安大学校海上保安学校への道　２０２１年版 海上保安協会／監修 成山堂書店 557.8 ｶ

いっぱい作りたい女の子の夏服 ブティック社 593.3 ｲ

ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥの子ども服ソーイング・ナーサリー ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ／著 文化学園文化出版局 593.3 ﾁ

いちばんよくわかる刺しゅうの基礎 日本ヴォーグ社 594.2 ｲ

季節のリース刺しゅう アップルミンツ 594.2 ｷ

クロス・ステッチ復刻図案集 学研プラス／編 学研プラス 594.2 ｸ

作り始めからほぼ後片付けまで３０分ランチ オレンジページ 596 ﾂ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　オレンジページ２０２１年７月２日号特別付録 オレンジページ 596 ト

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　オレンジページ２０２１年７月１７日号特別付録 オレンジページ 596 ﾄ

夏のレスキューごはん 扶桑社 596 ﾅ

産業 イヌは愛である クライブ・ウィン／著 早川書房 645.6 ｳｲ

芸術 長谷川町子 長谷川町子美術館／監修 平凡社 726.1 ﾊｾ

山田全自動でござる 山田　全自動／著 ぴあ 726.1 ﾔﾔ

これでおしまい 篠田　桃紅／著 講談社 728.2 ｼﾉ

じゃない写真 渡部　さとる／著 梓出版社 740.4 ﾜｼﾞ

デジタルカメラマガジン　2020年7月号 インプレス 743.5 ﾃﾞ

図解でわかる野鳥撮影入門 菅原　貴徳／著 玄光社 743.6 ｽｽﾞ

いつでもどこでもハンカチおりがみ 竹岸　千春／著 ＰＨＰ研究所 754.9 ﾀｲ

お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる／著 ワニブックス 754.9 ﾊｵ

山田全自動の落語でござる 山田　全自動／著 辰巳出版 779.1 ﾔﾔ

言語 にほんご 安野　光雅ほか／著 福音館書店 810 ﾆ

日本語語感の辞典 中村　明／著 岩波書店 813.1 ﾅﾆ

見るだけで英語ペラペラになるＡ４一枚英語勉強法 ニック・ウィリアムソン／著 ＳＢクリエイティブ 830.7 ｳﾐ

文学 もうあかんわ日記 岸田　奈美／著 ライツ社 914.6 ｷｼ

ガリンペイロ 国分　拓／著 新潮社 916 ｺｸ

パンデミック日記 「新潮」編集部／編 新潮社 916

サハマンション チョ　ナムジュ／著 筑摩書房 929 ﾁﾖ

特捜部Ｑ　〔８〕 ユッシ・エーズラ・オールスン／著 早川書房 949 ｴｽﾞ 8

楽譜 いま弾きたい名曲セレクション２０２０ ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス M 763.2 ｲ

ダイナミックジャズピアノアレンジ Ｊａｃｏｂ　Ｋｏｌｌｅｒ JIMS Music Publising M 763.2 ｺﾀﾞ

ＣＤとセッション！アドリブいらずのジャズるピアノ 湯川　徹／編曲・音源制作 全音楽譜出版社 M 763.2 ｼ

タンゴ名曲アルバム　〔２０１２〕 高原　哲／編 ドレミ楽譜出版社 M 763.2 ﾀ

やさしいタンゴ・ピアノ曲集 日名子　紀代／編 ドレミ楽譜出版社 M 763.2 ﾔ

極上のピアノ　アンコール特別号 角野　隼人 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス M 763.2ｺﾞ

郷土 日本民族のルーツ 四方　長治 文芸社 A 210.3 ｼﾆ

歌うように伝えたい 塩見　三省／著 角川春樹事務所 A 772.1 ｼｵ

コミック 猫なんかよんでもこない。 杉作／著 実業之日本社 ｺﾐｯｸ ｽﾈ

ぼくのお父さん 矢部　太郎／著 新潮社 ｺﾐｯｸ ﾔﾎﾞ

児童書（知識） 最強の剣豪へタイムワープ イセケヌ／マンガ 朝日新聞出版 210

ネルソン・マンデラ パム・ポラック／著 ポプラ社 289 ﾏﾝ

聞かせて、おじいちゃん 横田　明子／著 国土社 319

包装のひみつ 梅屋敷　ミタ／まんが 学研プラス 385



児童書（知識） なぜ私たちは理系を選んだのか 桝　太一／著 岩波書店 407

地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？ 佐々木　貴教／著 岩波書店 445

サンゴは語る 大久保　奈弥／著 岩波書店 483.3

ファーブル昆虫記 Ｊ．Ｈ．ファーブル／作 ポプラ社 486

バトル・ブレイブス空の王者ワシと大空中戦！ パンク町田／監修 朝日新聞出版 488.7

ビタミン剤のひみつ おぎの　ひとし／まんが 学研プラス 498

パパ　ママ　バイバイ 早乙女　勝元／作 草土文化 687

かわいいパッケージクラフト　２・３ 平田　美咲／作 汐文社 754.9 ﾋｶ 2・3

あそびの大図鑑 菅原　道彦／著 大月書店 781.9 ｽｱ

児童書（読物） 怪盗レッド　１９ 秋木　真／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ 19

ラストサバイバル　〔１２〕 大久保　開／作 集英社 F ｵｵ 12

俳句ステップ！ おおぎやなぎ　ちか／作 佼成出版社 F ｵｵ

ジェンと星になったテリー 草野　あきこ／作 岩崎書店 F ｸｻ

庭 小手鞠　るい／作 小学館 F ｺﾃﾞ

トムと３時の小人 たかどの　ほうこ／作 ポプラ社 F ﾀｶ

トップラン つげ　みさお／作 国土社 F ﾂｹﾞ

キミト宙（そら）ヘ　１～６ 床丸　迷人／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾄｺ 1～6

妖怪一家の時間旅行 富安　陽子／作 理論社 F ﾄﾐ

れんこちゃんのさがしもの 戸森　しるこ／作 福音館書店 F ﾄﾓ

さよならのたからばこ 長崎　夏海／作 理論社 F ﾅｶﾞ

都会（まち）のトム＆ソーヤゲーム・ブック はやみね　かおる／作 講談社 F ﾊﾔ

アニメコミックもっと！まじめにふまじめかいけつゾロリ　３ ポプラ社 F ﾊﾗ 3

絶望鬼ごっこ　〔１６〕 針　とら／作 集英社 F ﾊﾘ 16

くまのこのるうくんとおばけのこ 東　直子／作 くもん出版 F ﾋｶﾞ

夏のカルテット 眞島　めいり／著 ＰＨＰ研究所 F ﾏｼ

どーすんの！？おもちゃゲット大作戦 吉田　純子／作 ポプラ社 F ﾖｼ

ダレン・シャン　１０ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ／作 小学館 933 ｼﾔ 10

ラスト・フレンズ ヤスミン・ラーマン／著 静山社 933 ﾗﾏ

スパイ・バレリーナ ヘレン・リプスコム／著 早川書房 ｽｲﾘ

絵本 いきものづくしものづくし　４ 内城　葉子ほか／作 福音館書店 E 031 4

どうなってるのこうなってるの 鈴木　まもる／作・絵 金の星社 E 033

としょかんのきょうりゅう 鈴木　まもる／作・絵 徳間書店 E 457

恐竜トリケラトプスとティラノクイーン 黒川　みつひろ／作・絵 小峰書店 E 457

かたつむりのでんでんちゃんうまれたよ！ たけがみ　たえ／作　絵 童心社 E 484

こんにちはあかぎつね！ エリック・カール／さく 偕成社 E 757

すみっコぐらしまちがいさがし　どこもかしこもすみっコ編 主婦と生活社／編 主婦と生活社 E 798

エリック・カールのえいごがいっぱい エリック・カール／絵 偕成社 E 834

月ようびはなにたべる？ エリック・カール／え 偕成社 E 834

できるかな？ エリック・カール／さく 偕成社 E 834

はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社 E 834

一ねんせいになったら まど　みちお／詞 ポプラ社 E 911

すごい！どうぶつパーク いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 E ｲｼ

たいせつなきみ マックス・ルケード／著 いのちのことば社（発売） E ｲﾉ

みんなおやすみ… 和木　亮子／作 金の星社 E ｲﾓ



絵本 カルちゃんエルくんあついあつい いわむら　かずお／作 ひさかたチャイルド E ｲﾜ

まるのみへび 花田　鳩子／ぶん 大日本図書 E ｳｴ

エレベーター 有田　奈央／文 新日本出版社 E ｵｵ

よんひゃくまんさいのびわこさん 梨木　香歩／作 理論社 E ｵｻﾞ

かたちでぱっ！ かしわら　あきお／作・絵 鈴木出版 E ｶｼ

くもさんおへんじどうしたの エリック＝カール／さく 偕成社 E ｶﾙ

あまがえるのかくれんぼ たての　ひろし／作 世界文化社 E ｶﾜ

なつのキリンピック ねじめ　正一／作 鈴木出版 E ｷﾀ

わたしのともだちポルポちゃん もとした　いづみ／文 講談社 E ｷﾀ

おならひめ 有田　奈央／ぶん 新日本出版社 E ｷﾕ

みち さいとう　しのぶ／作・絵 ひさかたチャイルド E ｻｲ

よるがやってくる 下田　昌克／作 こぐま社 E ｼﾓ

わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきの　ゆみこ／作 ひさかたチャイルド E ｽｴ

おすしのせかいりょこう 竹下　文子／文 金の星社 E ｽｽﾞ

そらとぶクレヨン 竹下　文子／文 金の星社 E ｽｽﾞ

つみきでとんとん 竹下　文子／文 金の星社 E ｽｽﾞ

まえむきよこむきうしろむき 鈴木　まもる／作・絵 金の星社 E ｽｽﾞ

なりきりマイケルのきかんしゃりょこう ルイス・スロボドキン／さく 出版ワークス E ｽﾛ

ジャックのどきどきモンスター サム・ズッパルディ／作 光村教育図書 E ｽﾞﾂ

おまつりおばけ くろだ　かおる／作 フレーベル館 E ｾﾅ

はやおきおばけ くろだ　かおる／作 フレーベル館 E ｾﾅ

みたらみられた たけがみ　たえ／作 アリス館 E ﾀｹ

すなのおしろ エイナット・ツァルファティ／作 光村教育図書 E ﾂｱ

おともだちになってね 岡本　一郎／作 金の星社 E ﾂﾁ

おふろひえてます とよた　かずひこ／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾄﾖ

ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた　かずひこ／著 アリス館 E ﾄﾖ

かたつむりののんちゃん 高家　博成／さく 童心社 E ﾅｶ

がたごとがたごと 内田　麟太郎／文 童心社 E ﾆｼ

とうもろこしぬぐぞう はらしま　まみ／作・絵 ポプラ社 E ﾊﾗ

わたしのかみがた 樋勝　朋巳／作 ブロンズ新社 E ﾋｶ

ぱんつくったよ。　２ 平田　昌広／作 国土社 E ﾋﾗ 2

すいかのたね グレッグ・ピゾーリ／作 こぐま社 E ﾋﾟｿﾞ

お月さんのシャーベット ペク　ヒナ／作 ブロンズ新社 E ﾍﾟｸ

絵本はたらく細胞　２ 清水　茜／原作 講談社 E ﾏｷ 2

ふりそでの少女 松添　博／作　絵 汐文社 E ﾏﾂ

おなべさん きのした　けい／作 コクヨ E ﾓｺ

おべんとう きのした　けい／作 コクヨ E ﾓｺ

あんなにあんなに ヨシタケ　シンスケ／著 ポプラ社 E ﾖｼ

ちえくらべ アクバル・ウラム／原作 樹立社 E 昔話

紙芝居 みんなげんきピヨピヨ１・２ かこ　さとし／脚本・絵 童心社 K

ゆめを食べるバク ～奥村和之の世界
日程：2021年8月5日（木）～8月22日（日）

8/21には絵本専門士さんのバイリンガル読み聞かせ会もあるよ！


