
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 監禁 秋吉　理香子／著 双葉社 F ｱｷ

翼の翼 朝比奈　あすか／著 光文社 F ｱｻ

民王 池井戸　潤／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｹ

ペッパーズ・ゴースト 伊坂　幸太郎／著 朝日新聞出版 F ｲｻ

炎上フェニックス 石田　衣良／著 文藝春秋 F ｲｼ

スモールワールズ 一穂　ミチ／著 講談社 F ｲﾁ

おまえなんかに会いたくない 乾　ルカ／著 中央公論新社 F ｲﾇ

旅のない 上田　岳弘／著 講談社 F ｳｴ

子供は怖い夢を見る 宇佐美　まこと／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｳｻ

月と日の后 冲方　丁／著 ＰＨＰ研究所 F ｳﾌﾞ

Ｄｉｓｒｕｐｔｏｒ金融の破壊者 江上　剛／著 光文社 F ｴｶﾞ

花束は毒 織守　きょうや／著 文藝春秋 F ｵﾘ

涅槃　上・下 垣根　涼介／著 朝日新聞出版 F ｶｷ 1・2

本好きの下剋上　第５部〔６〕 香月　美夜／著 ＴＯブックス F ｶｽﾞ 5-6

アイアムマイヒーロー！ 鯨井　あめ／著 講談社 F ｸｼﾞ

きみとホームで待ち合わせ 神戸　遥真／著 講談社 F ｺｳ

たそがれ大食堂 坂井　希久子／著 双葉社 F ｻｶ

ブルースＲｅｄ 桜木　紫乃／著 文藝春秋 F ｻｸ

輝山 澤田　瞳子／著 徳間書店 F ｻﾜ

かぞえきれない星の、その次の星 重松　清／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼｹﾞ

アルテミスの涙 下村　敦史／著 小学館 F ｼﾓ

僕の種がない 鈴木　おさむ／著 幻冬舎 F ｽｽﾞ

ＥＶ 高嶋　哲夫／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾀｶ

トリカゴ 辻堂　ゆめ／著 東京創元社 F ﾂｼﾞ

ガラスの海を渡る舟 寺地　はるな／著 ＰＨＰ研究所 F ﾃﾗ

嗤う淑女二人 中山　七里／著 実業之日本社 F ﾅｶ



日本の小説 死物語　上・下 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ 1・2

邯鄲の島遥かなり　中 貫井　徳郎／著 新潮社 F ﾇｸ 2

女子大小路の名探偵 秦　建日子／著 河出書房新社 F ﾊﾀ

果ての海 花房　観音／著 新潮社 F ﾊﾅ

母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田　ひ香／著 中央公論新社 F ﾊﾗ

居酒屋「一服亭」の四季 東川　篤哉／著 講談社 F ﾋｶﾞ

透明な螺旋 東野　圭吾／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ

カミサマはそういない 深緑　野分／著 集英社 F ﾌｶ

捨てられ男爵令嬢は黒騎士様のお気に入り　３ 水野　沙彰／著 一迅社 F ﾐｽﾞ 3

雷神 道尾　秀介／著 新潮社 F ﾐﾁ

子のない夫婦とネコ 群　ようこ／著 幻冬舎 F ﾑﾚ

マリエル・クララックの婚約 桃　春花／著 一迅社 F ﾓﾓ 1

マリエル・クララックの最愛 桃　春花／著 一迅社 F ﾓﾓ 2

マリエル・クララックの誘惑 桃　春花／著 一迅社 F ﾓﾓ 3

マリエル・クララックの結婚 桃　春花／著 一迅社 F ﾓﾓ 4

マリエル・クララックの蜜謀 桃　春花／著 一迅社 F ﾓﾓ 5

マリエル・クララックの求愛 桃　春花／著 一迅社 F ﾓﾓ 6

マリエル・クララックの聖冠 桃　春花／著 一迅社 F ﾓﾓ 7

マリエル・クララックの喝采 桃　春花／著 一迅社 F ﾓﾓ 8

老虎残夢 桃野　雑派／著 講談社 F ﾓﾓ

本が紡いだ五つの奇跡 森沢　明夫／著 講談社 F ﾓﾘ

ばにらさま 山本　文緒／著 文藝春秋 F ﾔﾏ

外国の小説 春どきのフレッド伯父さん Ｐ．Ｇ．ウッドハウス／著 国書刊行会 933 ｳﾂ

狙われた楽園 ジョン・グリシャム／著 中央公論新社 933 ｸﾞﾘ

魔の山 ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933 ﾃﾞｲ

文庫 マンダラを生きる 正木　晃／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 186.8 ﾏﾏ

ブルースだってただの唄 藤本　和子／著 筑摩書房 B 316.8 ﾌﾌﾞ

封印された「日本軍戦勝史」　２ 井上　和彦／著 潮書房光人新社 B 391.2 ｲﾌ 2

消された唱歌の謎を解く 喜多　由浩／著 潮書房光人新社 B 767.7 ｷｹ

いっぱしの女 氷室　冴子／著 筑摩書房 B 914.6 ﾋﾑ

緑幻想 新井　素子／〔著〕 講談社 B F ｱﾗ



文庫 隣人の愛を知れ 尾形　真理子／〔著〕 幻冬舎 B F ｵｶﾞ

殺した夫が帰ってきました 桜井　美奈／著 小学館 B F ｻｸ

君は永遠にそいつらより若い 津村　記久子／著 筑摩書房 B F ﾂﾑ

秘剣の名医　３～８ 永井　義男／著 コスミック出版 B F ﾅｶﾞ 3-8

すみれ荘ファミリア 凪良　ゆう／著 講談社 B F ﾅｷﾞ

家守綺譚 梨木　香歩／著 新潮社 B F ﾅｼ

こゝろ 夏目　漱石／〔著〕 角川書店 B F ﾅﾂ

ゲームの名は誘拐 東野　圭吾／著 光文社 B F ﾋｶﾞ

高校事変　１１ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 11

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　１４ 望月　麻衣／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾓﾁ 14

引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番　５ 山田　桐子／著 一迅社 B F ﾔﾏ 5

神様の罠 辻村　深月／著 文藝春秋 B F

総記 ディープフェイク ニーナ・シック／著 日経ナショナルジオグラフィック社 007.3 ｼﾃﾞ

フリーソフト＆ウェブサービス実用事典 日経ＢＰ社 007.6 ﾌ

哲学 のほほんと暮らす 西尾　勝彦／著 七月堂 159 ﾆﾉ

「いいこと」を引き寄せる法則 和田　秀樹／著 新講社 159 ﾜｲ

不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方 中村　恒子／著 すばる舎 159.7 ﾅﾌ

歴史 アンゲラ・メルケル マリオン・ヴァン・ランテルゲム／著 東京書籍 289.3 ﾒﾙ

冬の旅 山本　高樹／文・写真 雷鳥社 292.5 ﾔﾌ

社会科学 権力は腐敗する 前川　喜平／著 毎日新聞出版 312.1 ﾏｹ

「自由」の危機 藤原　辰史／〔ほか著〕 集英社 316.1 ｼﾞ

世界は広島をどう理解しているか 井上　泰浩／編著 中央公論新社 319.8 ｲｾ

わたしの味方になる法律の話 遠藤　研一郎／著 大和書房 320 ｴﾜ

エクソダス 村山　祐介／〔著〕 新潮社 334.4 ﾑｴ

問題社員をめぐるトラブル予防・対応アドバイス 芦原　一郎 名古屋：新日本法規出版 336.4 ﾓ

税理士の事件簿 楠木　尚成／著 現代書林 336.9 ｸｾﾞ

図解経理の基本と実務がわかる事典 武田　守／監修 三修社 336.9 ｽﾞ

史上最大のスーパーバブル相場で「大化け株」をつかみなさい 菅下　清廣／著 徳間書店 338.1 ｽｼ

米国株Ｓ＆Ｐ５００インデックス投資 堀越　陽介／著 ぱる出版 338.8 ﾎﾍﾞ

知識ゼロからの空き家対策 杉谷　範子／著 幻冬舎 365.3 ｽﾁ

ひとり副業で月１３万円 みすと／著 ぱる出版 366.2 ﾐﾋ



社会科学 限界から始まる 上野　千鶴子／著 幻冬舎 367.1 ｳｹﾞ

日本の防衛　令和３年版 防衛省／編集 日経印刷 R 392.1 ﾆ

自然科学 海棲哺乳類大全 田島　木綿子／総監修 緑書房 489 ｶ

１５８６人の８割が改善したがんを治す方法 安藤　由朗／著 現代書林 494.5 ｱｾ

夢を叶える「医療事務のしごと」超入門 水口　錠二／著 ぱる出版 498.1 ﾐﾕ

技術 はぎれで作る小さな布こもの ブティック社 594 ﾊ

産業 みんなの園芸店 大野　八生／〔著〕 福音館書店 620 ｵﾐ

芸術 はじめてのボタニカルアート 小林　英成／著 日本文芸社 724.4 ｺﾊ

ちりめんのつり飾りとお雛様 弓岡　勝美／著 日本ヴォーグ社 726.9 ﾕﾁ

伝統に学ぶステンドグラス　１ 志田　政人／著 日貿出版社 751.5 ｼﾃﾞ

図鑑世界の作曲家 ＤＫ社／編 東京書籍 762.8 ｽﾞ

沖縄三線秘境の旅 日比野　宏／著 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出版部 767.5 ﾋｵ

絶対！うまくなる三線１００のコツ 仲本　光正／著 ヤマハミュージックメディア 768.1 ﾅｾﾞ

最新版！Ｊ-ＰＯＰソングス　２０２１年版 デブロＭＰ デブロＭＰ M 763.2 ｻ

ＪＡＺＺサウンズ デブロＭＰ M 763.2 ｼﾞ

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

レッスン＆発表会を楽しむＪ－ＰＯＰレパートリー シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾚ

これからはじめる！！沖縄三線入門 ドレミ楽譜出版社 M 768.1 ｺ

明日から使える沖縄三線！弾いたら楽しいおもしろソング ケイ・エム・ピー M 768.5 ｱ

沖縄（ウチナー）三線名曲集　第１集・第２集 鈴木　正／編 ケイ・エム・ピー M 768.5 ｳ 1・2

沖縄三線で歌うヒット・スタンダード ドレミ楽譜出版社 M 768.5 ｵ

沖縄三線で奏でるスタジオジブリ作品集 ドレミ楽譜出版社 M 768.5 ｵ

ＣＤで覚える沖縄三線ソロ曲集 上原　潤之助／アレンジ・演奏 ドレミ楽譜出版社 M 768.5 ｼ

島唄沖縄民謡ベスト２０　〔２０１８〕 ドレミ楽譜出版社 M 768.5 ｼ

島唄弾き語りレパートリー ドレミ楽譜出版社 M 768.5 ｼ

ビギンの唄本オモトタケオ　３ ＢＥＧＩＮ／監修 ドレミ楽譜出版社 M 768.5 ﾋﾞ 3

ビギンの三線曲集 ドレミ楽譜出版社 M 768.5 ﾋﾞ

大事なものから捨てなさい 中村　メイコ／著 講談社 772.1 ﾅｶ

ひとりじめ 浅田　美代子／著 文藝春秋 778.2 ｱｻ

仁義なき戦い菅原文太伝 松田　美智子／著 新潮社 778.2 ｽｶﾞ

カンカラ鳴らして、政治を「演歌」する 岡　大介／著 千葉：ｄＺＥＲＯ 779.7 ｵｶ



芸術 沢村忠に真空を飛ばせた男 細田　昌志／著 新潮社 788.3 ﾉｸﾞ

言語 ストーリーで読む英語の本 土屋　正美／著 東京図書出版 834 ﾂｽ

文学 虚空へ 谷川　俊太郎／著 新潮社 911.5 ﾀｺ

家族のようなあなたへ 石井　ふく子／著 世界文化社 912.7 ﾊｼ

９０歳、こんなに長生きするなんて。 曽野　綾子／著 ポプラ社 914.6 ｿﾉ

硝子戸のうちそと 半藤　末利子／著 講談社 914.6 ﾊﾝ

あのころなにしてた？ 綿矢　りさ／著 新潮社 915.6 ﾜﾀ

おふたりさま夫婦、老活はじめました。 堀田　あきお／著 ぶんか社 916 ﾎﾂ

野生のアイリス ルイーズ・グリュック／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 931.7 ｸﾞﾔ

だれも死なない日 ジョゼ・サラマーゴ／著 河出書房新社 969 ｻﾗ

郷土 一般社団法人　綾部青年会議所　創立６５周年認承６０周年記念誌 創立６５周年認承６０周年記念誌実行委員会 社団法人綾部青年会議所 A 330.6 ｲ

ｺﾐｯｸ 恐るべき子どもたち 萩尾　望都／著 小学館 ｺﾐｯｸ ﾊｵ

児童書（知識） しれっと逃げ出すための本。 ヨシダ　ナギ／著 ＰＨＰ研究所 159

命のうた 竹内　早希子／著 童心社 210

ヒナゲシの野原で マイケル・モーパーゴ／作 評論社 319

十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた アンドレア・ウォーレン／著 汐文社 334

世界じゅうの女の子のための日 ジェシカ・ハンフリーズ／文 大月書店 367

わたしが障害者じゃなくなる日 海老原　宏美／著 旬報社 369

古典がおいしい！平安時代のスイーツ 前川　佳代／著 かもがわ出版 383

ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木　絵美留／監修 技術評論社 383

珪藻美術館 奥　修／文・写真 福音館書店 473

南極のさかな大図鑑 岩見　哲夫／文 福音館書店 487.5

まちのナニコレ？図鑑 小学館 510

ドラえもん探究ワールド食料とおいしさの未来 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 610

野菜の教え　秋・冬編 群羊社 626

野菜の教え　春・夏編 群羊社 626

希望、きこえる？ 榮谷　明子／著 汐文社 699

なまこのぽんぽん 内田　麟太郎／著 銀の鈴社 911

はじめて出会う短歌１００ 千葉　聡／編 短歌研究社 911

児童書（読物） 精霊のなみだ 湯湯／作 あかね書房 923 ﾀﾝ

なかなおりの魔法 湯湯／作 あかね書房 923 ﾀﾝ



児童書（読物） 真夜中の妖精 湯湯／作 あかね書房 923 ﾀﾝ

オリシャ戦記　ＰＡＲＴ２ トミ・アデイェミ／著 静山社 933 ｱﾃﾞ 2

あくたれラルフおなかをこわす ジャック・ガントス／文 大日本図書 933 ｶﾞﾝ

あくたれラルフ　コンテストにでる ジャック・ガントス／文 大日本図書 933 ｶﾞﾝ

ねこと王さま　〔２〕 ニック・シャラット／作・絵 徳間書店 933 ｼﾔ 2

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴこわれた世界 トレイシー・バティースト／作 竹書房 933 ﾊﾞﾃ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴジ・エンドの詩 キャサリン・Ｍ．ヴァレンテ／作 竹書房 933 ﾊﾞﾚ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴ　ＤＵＮＧＥＯＮＳ邪悪な村人の王、誕生！ マット・フォーベック／作 竹書房 933 ﾌｵ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴ勇気の旅 ジェイソン・フライ／作 竹書房 933 ﾌﾗ

物語王さまとかじや ジェイコブ・ブランク／文 徳間書店 933 ﾌﾞﾗ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴはじまりの島 マックス・ブルックス／作 竹書房 933 ﾌﾞﾙ

橋の上の子どもたち パドマ・ヴェンカトラマン／作 講談社 933 ﾍﾞﾝ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴなぞの日記 ムア・ラファティ／作 竹書房 933 ﾗﾌ

道化者 トーマス・マン／作 理論社 943 ﾏﾝ

おてんばヨリーとひげおじさん アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット／作 岩波書店 949 ｼﾕ

お話のたきぎをあつめる人 ローレンティン妃／作 徳間書店 949 ﾛﾚ

ダヤンと霧の竜 池田　あきこ／著 ほるぷ出版 F ｲｹ

キダマッチ先生！　６ 今井　恭子／文 ＢＬ出版 F ｲﾏ 6

となりのアブダラくん 黒川　裕子／作 講談社 F ｸﾛ

ジークメーア 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ

もうひとつのアンデルセン童話 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ

江戸の空見師　嵐太郎 佐和　みずえ／作 フレーベル館 F ｻﾜ

黄色い夏の日 高楼　方子／著 福音館書店 F ﾀｶ

ホオズキくんのオバケ事件簿　４ 富安　陽子／作 ポプラ社 F ﾄﾐ 4

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１６ 廣嶋　玲子／作 偕成社 F ﾋﾛ 16

しゅくだいがっしょう 福田　岩緒／作・絵 ＰＨＰ研究所 F ﾌｸ

おばけガムをたべちゃった！ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

団地のコトリ 八束　澄子／〔著〕 ポプラ社 F ﾔﾂ

今、空に翼広げて 山本　悦子／著 講談社 F ﾔﾏ

宇宙人がいた やまだ　ともこ／作 金の星社 F ﾔﾏ

崖の下の魔法使い 吉野　万理子／作 学研プラス F ﾖｼ



絵本 いきものづくしものづくし　７ 小林　路子／〔ほか作〕 福音館書店 E 031 7

ハクトウワシ 前川　貴行／写真・文 新日本出版社 E 488

ヒグマの旅 二神　慎之介／写真・文 文一総合出版 E 489

雨の日の地下トンネル 鎌田　歩／作 アリス館 E 517

地球がうみだす土のはなし 大西　健夫／文 福音館書店 E 613

おばけくんのハロウィン 新井　洋行／作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｱﾗ

オニのサラリーマン　じごく・ごくらく運動会 富安　陽子／文 福音館書店 E ｵｵ

かわいいきいろのクジラちゃん かこ　さとし／著 復刊ドットコム E ｶｺ

おつきさまのともだち カワチ　レン／作・絵 学研プラス E ｶﾜ

シマをなくしたシマウマとうさん ソポ・キルタゼ／作 ゆぎ書房 E ｷﾙ

おばけと友だちになる方法 レベッカ・グリーン／作 福音館書店 E ｸﾞﾘ

サファリ キャロル・カウフマン／ぶん 大日本絵画 E ｹｲ

ちいさなちいさなふしぎなおみせ さかい　さちえ／〔作〕 教育画劇 E ｻｶ

カピバラのだるまさんがころんだ 中川　ひろたか／作 金の星社 E ｼﾊﾞ

くすのきだんちのおとなりさん 武鹿　悦子／作 ひかりのくに E ｽｴ

キリンのなやみごと ジョリ・ジョン／さく 化学同人 E ｽﾐ

ペンギンのこまりごと ジョリ・ジョン／さく 化学同人 E ｽﾐ

ぼくは川のように話す ジョーダン・スコット／文 偕成社 E ｽﾐ

アパートのひとたち エイナット・ツァルファティ／作 光村教育図書 E ﾂｱ

チリとチリリよるのおはなし どい　かや／作 アリス館 E ﾄﾞｲ

人体ジェットコースター 中垣　ゆたか／作 ポプラ社 E ﾅｶ

ぼくのでんしゃでんしゃ！ 宮本　えつよし／作 教育画劇 E ﾋﾛ

いっぱいさんせーい！ 宮西　達也／作絵 フレーベル館 E ﾐﾔ

おかあさんごめんなさい みやにし　たつや／作絵 金の星社 E ﾐﾔ

おひるねちゃんとできるかな 宮野　聡子／作・絵 教育画劇 E ﾐﾔ

ジュリアンはマーメイド ジェシカ・ラブ／作 サウザンブックス社 E ﾗﾌﾞ

カラーモンスターがっこうへいく アナ・レナス／さく 永岡書店 E ﾚﾅ


