
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳　碧人／著 双葉社 F ｱｵ

舞風のごとく あさの　あつこ／著 文藝春秋 F ｱｻ

デンデケ・アンコール 芦原　すなお／著 作品社 F ｱｼ

異世界でカフェを開店しました。　１２・１３ 甘沢　林檎／〔著〕 アルファポリス F ｱﾏ 12・13

就活ザムライの大誤算 安藤　祐介／著 光文社 F ｱﾝ

久遠の島 乾石　智子／著 東京創元社 F ｲﾇ

塞王の楯 今村　翔吾／著 集英社 F ｲﾏ

小さい予言者 浮穴　みみ／著 双葉社 F ｳｷ

剣樹抄　〔２〕 冲方　丁／著 文藝春秋 F ｳﾌﾞ 2

秋のカテドラル 遠藤　周作／著 河出書房新社 F ｴﾝ

あの春がゆき　この夏がきて 乙川　優三郎／著 徳間書店 F ｵﾄ

遅番にやらせとけ キタハラ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｷﾀ

砂に埋もれる犬 桐野　夏生／著 朝日新聞出版 F ｷﾘ

老い蜂 櫛木　理宇／著 東京創元社 F ｸｼ

徳川埋蔵金はここにある 鯨　統一郎／著 双葉社 F ｸｼﾞ

チグリジアの雨 小林　由香／〔著〕 角川春樹事務所 F ｺﾊﾞ

ボーダーライト 今野　敏／著 小学館 F ｺﾝ

失われた岬 篠田　節子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾉ

燃えよ剣 司馬　遼太郎／著 文藝春秋 F ｼﾊﾞ

さよならの向う側 清水　晴木／著 マイクロマガジン社 F ｼﾐ

真・慶安太平記 真保　裕一／著 講談社 F ｼﾝ

ものがたりの賊（やから） 真藤　順丈／著 文藝春秋 F ｼﾝ

あかずの扉の鍵貸します 谷　瑞恵／著 集英社 F ﾀﾆ

ビタートラップ 月村　了衛／著 実業之日本社 F ﾂｷ

闇祓 辻村　深月／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾂｼﾞ

７．５グラムの奇跡 砥上　裕將／著 講談社 F ﾄｶﾞ

幻の旗の下に 堂場　瞬一／著 集英社 F ﾄﾞｳ

万葉と沙羅 中江　有里／著 文藝春秋 F ﾅｶ

夜が明ける 西　加奈子／著 新潮社 F ﾆｼ

邯鄲の島遥かなり　下 貫井　徳郎／著 新潮社 F ﾇｸ 3

御坊日々 畠中　恵／著 朝日新聞出版 F ﾊﾀ

笑うマトリョーシカ 早見　和真／著 文藝春秋 F ﾊﾔ

ディープフェイク 福田　和代／著 ＰＨＰ研究所 F ﾌｸ



日本の小説 北緯４３度のコールドケース 伏尾　美紀／著 講談社 F ﾌｼ

死にふさわしい罪 藤本　ひとみ／著 講談社 F ﾌｼﾞ

二十一時の渋谷で 古内　一絵／著 東京創元社 F ﾌﾙ

畏れ入谷の彼女の柘榴 舞城　王太郎／著 講談社 F ﾏｲ

星を掬う 町田　そのこ／著 中央公論新社 F ﾏﾁ

レインメーカー 真山　仁／著 幻冬舎 F ﾏﾔ

Ｎ 道尾　秀介／著 集英社 F ﾐﾁ

三国志名臣列伝　魏篇 宮城谷　昌光／著 文藝春秋 F ﾐﾔ

二千億の果実 宮内　勝典／著 河出書房新社 F ﾐﾔ

開城賭博 山田　正紀／著 光文社 F ﾔﾏ

ミカエルの鼓動 柚月　裕子／著 文藝春秋 F ﾕｽﾞ

らんたん 柚木　麻子／著 小学館 F ﾕｽﾞ

ルパンの絆 横関　大／著 講談社 F ﾖｺ

オリンピックにふれる 吉田　修一／著 講談社 F ﾖｼ

月夜の羊 吉永　南央／著 文藝春秋 F ﾖｼ

外国の小説 夜の声 スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933 ﾐﾙ

文庫 がん消滅の罠 岩木　一麻／著 宝島社 B F ｲﾜ

日本沈没　上・下 小松　左京／著 角川春樹事務所 B F ｺﾏ 1・2

皇帝つき女官は花嫁として望まれ中　１～４ 佐槻　奏多／著 一迅社 B F ｻﾂ 1～4

あきない世傳金と銀　１１ 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ 11

久遠の檻 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ

ＣＯＰＹ 内藤　了／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｲ

ＺＥＲＯ 内藤　了／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｲ

ＢＡＣＫ 内藤　了／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｲ

ＭＩＸ 内藤　了／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｲ

ＬＥＡＫ 内藤　了／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｲ

ＯＮＥ 内藤　了／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｲ

あしたの星 中島　久枝／著 光文社 B F ﾅｶ

かなたの雲 中島　久枝／著 光文社 B F ﾅｶ

しあわせ大根 中島　久枝／著 角川春樹事務所 B F ﾅｶ

ねぎ坊の天ぷら 中島　久枝／著 角川春樹事務所 B F ﾅｶ

秘剣の名医　９ 永井　義男／著 コスミック出版 B F ﾅｶﾞ 9

ひねもすなむなむ 名取　佐和子／〔著〕 幻冬舎 B F ﾅﾄ

最後の決闘裁判 エリック・ジェイガー／著 早川書房 B 322.3 ｼﾞｻ

封印された「日本軍戦勝史」　〔１〕 井上　和彦／著 潮書房光人新社 B 391.2 ｲﾌ 1

日本のヤバい女の子　覚醒編 はらだ　有彩／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 910.2 ﾊﾆ

デューン砂の惑星　上・中・下 フランク・ハーバート／著 早川書房 B 933 ﾊﾊﾞ 1～3

モーリタニアン黒塗りの記録 モハメドゥ・ウルド・スラヒ／著 河出書房新社 B 936 ｽﾗ

総記 １００万回死んだねこ 福井県立図書館／編著 講談社 015.2 ﾋ



哲学 １４歳からの個人主義 丸山　俊一／著 大和書房 151.4 ﾏｼﾞ

歴史 地図と写真でみる半藤一利「昭和史１９２６－１９４５」 地理情報開発／編 平凡社 210.7 ﾁ

社会科学 北に渡った言語学者・金壽卿の再照明 板垣　竜太／編 同志社コリア研究センター 289

破壊者たちへ 青木　理／著 毎日新聞出版 304 ｱﾊ

コロナ後の世界 内田　樹／著 文藝春秋 304 ｳｺ

亡国の危機 櫻井　よしこ／著 新潮社 304 ｻﾎﾞ

アホか。 百田　尚樹／著 新潮社 304 ﾋｱ

官邸の暴走 古賀　茂明／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 312.1 ｺｶ

日韓「歴史認識問題」の４０年 西岡　力／著 草思社 319.1 ﾆﾆ

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 中村　哲／著 ＮＨＫ出版 333.8 ﾅﾜ

９９％の日本人がわかっていない新・国債の真実 高橋　洋一／著 あさ出版 347.2 ﾀｷ

自分の〈ことば〉をつくる 細川　英雄／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 361.4 ﾎｼﾞ

給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋　創／監修 日東書院本社 366.4 ｷ

図解でわかる１４歳からのＬＧＢＴＱ＋ 社会応援ネットワーク／著 太田出版 367.9 ｽﾞ

私たちはふつうに老いることができない 児玉　真美／著 大月書店 369.2 ｺﾜ

レクリエ　２０２１～２０２２特別号 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 21

レクリエ　２０２１－１１・１２月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 21-11

小学生のやさしい器楽合奏曲集　〔２０２１〕 芦川　登美子／編著 自由現代社（発売） M 375.7 ｱｼ 21

発達障害の子と親の心が軽くなるちゃんと伝わる言葉かけ ｓｈｉｚｕ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 378.8 ｼﾊ

ウチの江戸美人 いずみ　朔庵／著 晶文社 383.5 ｲｳ

自然科学 マンガ一晩でわかる中学数学 端野　洋子／著 講談社 410 ﾊﾏ

宇宙のはじまり ニュートンプレス 443.9 ｳ

こどもホスピスの奇跡 石井　光太／著 新潮社 490.1 ｲｺ

新型コロナワクチン 天笠　啓祐／著 緑風出版 493.8 ｱｼ

子どもの“からだと心”クライシス 野井　真吾／著 かもがわ出版 498.7 ﾉｺ

技術 外装リフォームの教科書　２０２１ ザメディアジョン 527 ｶﾞ 21

理想の暮らしをかなえる５０代からのリフォーム 水越　美枝子／著 大和書房 527 ﾐﾘ

けいとのパンツ 日本ヴォーグ社 594.3 ｹ

パリの着せ替え人形と手編みニット 今野　はるえ／著 産業編集センター 594.3 ｺﾊﾟ

私に似合う、手作りのリュック ブティック社 594.7 ﾜ

ヘアゴム１本でなんとかする 保科　真紀／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 595.4 ﾎﾍ

志麻さんのベストおかず　プレミアムなほぼ１００円おかず編 タサン志麻／著 扶桑社 596 ﾀｼ

大根＆白菜の裏ぎらないおかず コウケンテツ 扶桑社 596 ﾀﾞ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

バズレレシピリュウジさんの激ウマ缶詰メシ リュウジ 扶桑社 596 ﾊﾞ

８０歳、村上祥子さんの元気の秘訣は超かんたんレンチンごはんだった！ 村上　祥子／著 世界文化ブックス 596 ﾑﾊ

バターロール変身ＢＯＯＫ オレンジページ 596.6 ﾊﾞ

いまさら聞けない箸の持ち方レッスン 中原　麻衣子／著 主婦の友社 596.8 ﾅｲ



産業 農業消滅 鈴木　宣弘／著 平凡社 611.1 ｽﾉ

農家が教える足場パイプ＆塩ビパイプで便利道具 農文協／編 農山漁村文化協会 614.8 ﾉ

本当に小さな庭づくり 高山　徹也／著 日本文芸社 629.7 ﾀﾎ

犬川柳　みんなにエール Ｓｈｉ‐Ｂａ編集部／編 辰巳出版 645.6 ｲ

いぬ大全３０４ 藤井　康一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 645.6 ﾌｲ

猫川柳　みんなにエール 猫川柳編集部／編 辰巳出版 645.7 ﾈ

芸術 かこさとしと紙芝居 かこ　さとし／著 童心社 726.6 ｶｺ

段ボールで作る！動く、飛ぶ、遊ぶ工作 Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ａｄｏｌｐｈ／著 オライリー・ジャパン 754.9 ｱﾀﾞ

１００年後も伝えたい縁起のいい伝統折り紙 小林　一夫／著 日東書院本社 754.9 ｺﾋ

ミニチュアおりがみベーカリー 横田　洋子／著 主婦の友社 754.9 ﾖﾐ

音楽の危機 岡田　暁生／著 中央公論新社 760.4 ｵｵ

こどものうた名曲全集　〔２０２１〕 松山　祐士／編 ドレミ楽譜出版社 M 767.7 ｺ 21

遠藤実不滅の３０曲 塩澤　実信／著 展望社 767.8 ｴﾝ

笑うて泣いてまた笑て 妹尾　和夫／著 天理教道友社 772.1 ｾﾉ

ジャパニメーションの成熟と喪失 杉田　俊介／著 大月書店 778.7 ｽｼﾞ

スナックキズツキ 益田　ミリ／著 マガジンハウス ｺﾐｯｸ ﾏｽ

言語 超ファシリテーション力 平石　直之／著 アスコム 809.6 ﾋﾁ

はがきの名文コンクール　第６回 はがきの名文コンクール
実行委員会／編 ＮＨＫ出版 816.8 ﾊ 6

文学 シルバー川柳　８～１１ 全国有料老人ホーム協会／編 ポプラ社 911.4 ｼ 8～11

ぼおるぺん古事記　１～３ こうの　史代／著 平凡社 913.2 ｺﾎﾞ 1～3

月夜の森の梟 小池　真理子／著 朝日新聞出版 914.6 ｺｲ

憂行日記 北　杜夫／著 新潮社 915.6 ｷﾀ

コーヒーと短編 庄野　雄治／編 ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ 918.6 ｺ

詩人別でわかる漢詩の読み方・楽しみ方 鷲野　正明／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 921 ｼ

雨の島 呉　明益／著 河出書房新社 923 ｳ

ケルト人の夢 マリオ・バルガス＝リョサ／〔著〕 岩波書店 963 ﾊﾞﾙ

児童書（読物） 魔女のマジョランさん世界一まずいクッキーのひみつ 石井　睦美／作 ポプラ社 F ｲｼ

おさるのゆめ いとう　ひろし／作・絵 講談社 F ｲﾄ

かせいじんのおねがい いとう　ひろし／作 童心社 F ｲﾄ

からっぽになったキャンディのはこのおはなし 大久保　雨咲／作 小峰書店 F ｵｵ

天の台所 落合　由佳／著 講談社 F ｵﾁ

リンゴちゃん 角野　栄子／作 ポプラ社 F ｶﾄﾞ

リンゴちゃんとのろいさん 角野　栄子／作 ポプラ社 F ｶﾄﾞ

リンゴちゃんのおはな 角野　栄子／作 ポプラ社 F ｶﾄﾞ

願いを叶える雑貨店　黄昏堂　２ 桐谷　直／著 ＰＨＰ研究所 F ｷﾘ 2

＃マイネーム 黒川　裕子／作 さ・え・ら書房 F ｸﾛ

ぼくのまつり縫い　〔１～３〕 神戸　遥真／作 偕成社 F ｺｳ 1～3

うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠　るい／さく 講談社 F ｺﾃﾞ

なないろどうわ 真珠　まりこ／作 アリス館 F ｼﾝ



児童書（読物） 青空晴之助　その４ 杉山　亮／作 仮説社 F ｽｷﾞ 4

アニメコミックおしりたんてい　８・９ ポプラ社 F ﾄﾛ 8・9

境界のポラリス 中島　空／著 講談社 F ﾅｶ

めいたんていサムくんとなぞの地図 那須　正幹／作 童心社 F ﾅｽ

絶体絶命ゲーム　１０ 藤　ダリオ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ 10

まじょのナニーさん　〔８〕 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ 8

あなたの本 緑川　聖司／作 ポプラ社 F ﾐﾄﾞ

みんなの本 緑川　聖司／作 ポプラ社 F ﾐﾄﾞ

わたしの本 緑川　聖司／作 ポプラ社 F ﾐﾄﾞ

資料室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

セカイを科学せよ！ 安田　夏菜／著 講談社 F ﾔｽ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴかいていのひみつ ニック・エリオポラス／文 技術評論社 933 ｴﾘ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴきかいのはんらん ニック・エリオポラス／文 技術評論社 933 ｴﾘ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴゲームにとびこめ！ ニック・エリオポラス／文 技術評論社 933 ｴﾘ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴコウモリのなぞ ニック・エリオポラス／文 技術評論社 933 ｴﾘ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴダンジョンにもぐれ！ ニック・エリオポラス／文 技術評論社 933 ｴﾘ

チョコレートタッチ パトリック・スキーン・キャトリング／作 文研出版 933 ｶﾄ

オンボロやしきの人形たち フランシス・ホジソン・バーネット／作 徳間書店 933 ﾊﾞﾈ

アリスとふたりのおかしな冒険 ナターシャ・ファラント／作 徳間書店 933 ﾌｱ

クリスマス・ピッグ Ｊ．Ｋ．ローリング／著 静山社 933 ﾛﾘ

児童書（知識） サラ・ベルナール 山田　一喜／漫画 ポプラ社 289 ｻﾗ

法は君のためにある 小貫　篤／著 筑摩書房 320

ＳＤＧｓ入門 蟹江　憲史／著 岩波書店 333

とってもわくわく！するはなし ロビー・Ｈ．ハリス／著 子どもの未来社 367

どっちが強い！？Ｘ　９・１０ エアーチーム／まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404 9・10

未来の医療で働くあなたへ 奥　真也／著 河出書房新社 490

「心」のお仕事 河出書房新社／編 河出書房新社 498

ＳＤＧｓ時代の食べ方 井出　留美／著 筑摩書房 611

すがたをかえる食べもの　１～４ 服部栄養料理研究会／監修 あすなろ書房 619 1～4

山火事のサバイバル　２ ポドアルチング／文 朝日新聞出版 654 2

全ウルトラヒーロースーパー大図鑑 円谷プロ／監修 講談社 778.8 ｾﾞ

東大×ナゾトキ×ゲームブック 東京大学謎解き制作集団Ａｎｏｔｈｅ
ｒＶｉｓｉｏｎ／謎制作 フレーベル館 798 ﾄ

おしりたんていおしりさがしＢＯＯＫププッとまちがいさがし ポプラ社 798.3 ｵ

なんで英語、勉強すんの？ 鳥飼　玖美子／著 岩波書店 830

絵本 どーも あだち　のりふみ／絵 クレヨンハウス E ｱﾀﾞ

ぼくの！わたしの！いや、おれの！ アヌスカ・アレプス／さく ＢＬ出版 E ｱﾚ

ほんやねこ 石川　えりこ／作 講談社 E ｲｼ

まいにちうんち さとう　えみこ／作 文芸社 E ｲｼ

おさるのえほん いとう　ひろし／作・絵 講談社 E ｲﾄ



絵本 ロボベイビー デイヴィッド・ウィーズナー／作 ＢＬ出版 E ｳｲ

もりはみている 大竹　英洋／文・写真 福音館書店 E ｵｵ

どんぐりとんぽろりん 武鹿　悦子／作 ひさかたチャイルド E ｶｷ

とうみんホテルグッスリドーゾ かめおか　あきこ／作 岩崎書店 E ｶﾒ

そらのきっさてん くまくら　珠美／作 理論社 E ｸﾏ

そらからおちてきてん ジョン・クラッセン／作 クレヨンハウス E ｸﾗ

まっくろ 高崎　卓馬／作 講談社 E ｸﾛ

サンタクロースの冬やすみ マウリ・クンナス／作 偕成社 E ｸﾝ

アニマルバスとくものうえ あさの　ますみ／ぶん ポプラ社 E ｺﾃ

アニマルバスとたんじょうび あさの　ますみ／ぶん ポプラ社 E ｺﾃ

アニマルバスとパンやさん あさの　ますみ／ぶん ポプラ社 E ｺﾃ

アニマルバスとよるのもり あさの　ますみ／ぶん ポプラ社 E ｺﾃ

ひよこはにげます 五味　太郎／作 福音館書店 E ｺﾞﾐ

こねこのウィンクルとクリスマスツリー ルース・エインズワース／さく 福音館書店 E ｻﾄ

わんぱくだんのペンギンランド ゆきの　ゆみこ／作 ひさかたチャイルド E ｽｴ

せんろはつづくにほんいっしゅう 鈴木　まもる／文・絵 金の星社 E ｽｽﾞ

北守将軍と三人兄弟の医者 宮沢　賢治／作 三起商行 E ｽｽﾞ

うちにパンダがいるよ 唐　亜明／作 偕成社 E ﾀｶ

ぶうとぴょんのまほうのつえ 多田　ヒロシ／作 こぐま社 E ﾀﾀﾞ

おすしがすきすぎて サトシン／作 学研プラス E ﾀﾅ

ちちんぷいぷい 谷川　俊太郎／ぶん くもん出版 E ﾀﾆ

きつねのぱんとねこのぱん 小沢　正／作 世界文化ワンダークリエイト E ﾁﾖ

こうさぎとおちばおくりのうた わたり　むつこ／作 のら書店 E ﾃﾞｸ

バーナバスのだいだっそう ファン・ブラザーズ／作 学研プラス E ﾌｱ

はたらくくるまたちのどうろこうじ シェリー・ダスキー・リンカー／文 ひさかたチャイルド E ﾌｵ

くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい ふくざわ　ゆみこ／作 アリス館 E ﾌｸ

がるるにんじゃになる ふじかわ　たかこ／さく・え ビルボ E ﾌｼﾞ

海のアトリエ 堀川　理万子／著 偕成社 E ﾎﾘ

ねこおばさんニンジャ マスダ　フミコ／作 新日本出版社 E ﾏｽ

えきべんとふうけい マメイケダ／作 あかね書房 E ﾏﾒ

えんそくバス 中川　ひろたか／文 童心社 E ﾑﾗ

こちょばここちょばこ 中川　ひろたか／文 ひかりのくに E ﾑﾗ

チリンでんしゃ 大原　悦子／文 福音館書店 E ﾑﾗ

かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ　シンスケ 白泉社 E ﾖｼ

おやまごはん 西内　ミナミ／さく 偕成社 E ﾜｶ

いちごサンタ 大塚　健太 白泉社 E ﾜﾀ

いきものづくしものづくし　８ 田中　豊美／〔ほか作〕 福音館書店 E 031 8

めのはなし 堀内　誠一／さく 福音館書店 E 491

たまごのえほん いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 E 赤ちゃん



綾部ロータリークラブ様から、青少年の図書力向

上運動の一環として、児童書を１５８冊、ご寄贈

いただきました。ありがとうございました！

ありがとう

ございます！


