
分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 赤と青とエスキース 青山　美智子／著 ＰＨＰ研究所 F ｱｵ

底惚れ 青山　文平／著 徳間書店 F ｱｵ

新しい星 彩瀬　まる／著 文藝春秋 F ｱﾔ

蚕の王 安東　能明／著 中央公論新社 F ｱﾝ

能面鬼 五十嵐　貴久／著 実業之日本社 F ｲｶﾞ

ぼくらはアン 伊兼　源太郎／著 東京創元社 F ｲｶﾞ

宿命（リベンジ） 石原　慎太郎／著 幻冬舎 F ｲｼ

ミチクサ先生　上・下 伊集院　静／著 講談社 F ｲｼﾞ 1.2

夜叉の都 伊東　潤／著 文藝春秋 F ｲﾄ

和菓子迷宮をぐるぐると 太田　忠司／著 ポプラ社 F ｵｵ

サマーゴースト ｌｏｕｎｄｒａｗ／原案 集英社 F ｵﾂ

ミニシアターの六人 小野寺　史宜／著 小学館 F ｵﾉ

吾妻おもかげ 梶　よう子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｼﾞ

ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井　慶喜／著 講談社 F ｶﾄﾞ

さよならも言えないうちに 川口　俊和／著 サンマーク出版 F ｶﾜ

神曲 川村　元気／著 新潮社 F ｶﾜ

剛心 木内　昇／著 集英社 F ｷｳ

中野のお父さんの快刀乱麻 北村　薫／著 文藝春秋 F ｷﾀ

ふたり、この夜と息をして 北原　一／著 ポプラ社 F ｷﾀ

Ｒ．Ｉ．Ｐ． 久坂部　羊／著 講談社 F ｸｻ

熔果 黒川　博行／著 新潮社 F ｸﾛ

氷の鎖 久和間　拓／著 双葉社 F ｸﾜ

おはようおかえり 近藤　史恵／著 ＰＨＰ研究所 F ｺﾝ

母さんは料理がへたすぎる 白石　睦月／著 ポプラ社 F ｼﾗ

倒産続きの彼女 新川　帆立／著 宝島社 F ｼﾝ

化け者心中 蝉谷　めぐ実／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｾﾐ

千里をゆけ 武川　佑／著 文藝春秋 F ﾀｹ

濁り水 日明　恩／著 双葉社 F ﾀﾁ

現代生活独習ノート 津村　記久子／著 講談社 F ﾂﾑ

その花の名を知らず 長野　まゆみ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶﾞ

ルーティーンズ 長嶋　有／著 講談社 F ﾅｶﾞ

黄金の刻（とき） 楡　周平／著 集英社 F ﾆﾚ

鈴木家の嘘 野尻　克己／著 ポプラ社 F ﾉｼﾞ

黄金旅程 馳　星周／著 集英社 F ﾊｾ



日本の小説 滅私 羽田　圭介／著 新潮社 F ﾊﾀﾞ

李王家の縁談 林　真理子／著 文藝春秋 F ﾊﾔ

探偵少女アリサの事件簿　〔３〕 東川　篤哉／著 幻冬舎 F ﾋｶﾞ 3

翡翠色の海へうたう 深沢　潮／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｶ

縁結びカツサンド 冬森　灯／著 ポプラ社 F ﾌﾕ

山亭ミアキス 古内　一絵／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌﾙ

フェイクフィクション 誉田　哲也／著 集英社 F ﾎﾝ

黙約のメス 本城　雅人／著 新潮社 F ﾎﾝ

ほんのこども 町屋　良平／著 講談社 F ﾏﾁ

残照の頂 湊　かなえ／著 幻冬舎 F ﾐﾅ

外国の小説 ガラスの顔 フランシス・ハーディング／著 東京創元社 933 ﾊﾃﾞ

文庫 相棒　ｓｅａｓｏｎ１９上・中 輿水　泰弘／ほか脚本 朝日新聞出版 B F ｲｶ 19-1.2

茉莉花官吏伝　１１ 石田　リンネ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 11

ゆきうさぎのお品書き　〔９・１０〕 小湊　悠貴／著 集英社 B F ｺﾐ 9.10

恋する寄生虫 三秋　縋／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｱ

吉祥寺よろず怪事（あやごと）請負処　〔３・４〕 結城　光流／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 3.4

メイデーア転生物語　５ 友麻　碧／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 5

本は読めないものだから心配するな 管　啓次郎／著 筑摩書房 B 019.0 ｽﾎ

日本国紀　上・下 百田　尚樹／〔著〕 幻冬舎 B 210.1 ﾋﾆ 1.2

阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ケ谷姉妹／〔著〕 幻冬舎 B 779.1 ｱｱ

ウは宇宙船のウ 萩尾　望都／著 小学館 B ｺﾐｯｸ ﾊｳ

総記 ここに物語が 梨木　香歩／〔著〕 新潮社 019.9 ﾅｺ

米澤屋書店 米澤　穂信／著 文藝春秋 019.9 ﾖﾖ

ギネス世界記録　２０２２ クレイグ・グレンディ／編 角川アスキー総合研究所 031.5 ｷﾞ 22

自壊するメディア 望月　衣塑子／〔著〕 講談社 070.2 ﾓｼﾞ

　哲学 定年格差 郡山　史郎／著 青春出版社 159.4 ｺﾃ

心をととのえるスヌーピー チャールズ・Ｍ．シュルツ／〔原〕著 光文社 188.8 ｺ

歴史 南京戦・切りさかれた受難者の魂 松岡　環／編著 社会評論社 210.7 ﾏﾅ

福知山の遺跡紹介ガイドブック 福知山教育委員会生涯学習課 216.2 ﾌ

北里柴三郎 上山　明博／著 青土社 289.1 ｷﾀ

映画の旅びと ショーレ・ゴルパリアン／〔著〕 みすず書房 289.2 ｺﾞﾙ

社会科学 誰も教えてくれない日本の不都合な現実 ひろゆき／著 きずな出版 304 ﾆﾀﾞ

文藝春秋オピニオン２０２２年の論点１００ 文藝春秋 304 ﾌﾞ

投資で利益を出している人たちが大事にしている４５の教え 市川　雄一郎／編著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 338.1 ｲﾄ

「話し方のベストセラー１００冊」のポイントを１冊にまとめてみた。 藤吉　豊／著 日経ＢＰ 361.4 ﾌﾊ

ハラスメント言いかえ事典 山藤　祐子／監修 朝日新聞出版 366.3 ﾊ

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　２ ブレイディみかこ／著 新潮社 376.3 ﾌﾞﾎﾞ 2

ろうと手話 吉開　章／著 筑摩書房 378.2 ﾖﾛ

発達障害の子どもが元気になるやさしい言葉かけ 宮尾　益知／監修 河出書房新社 378.8 ﾊ

山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る 山中　伸弥／〔著〕 講談社 379.9 ﾔﾔ



　　社会科学 基本のラッピング つつみ屋工房／監修 成美堂出版 385.9 ｷ

自然科学 世界は「関係」でできている カルロ・ロヴェッリ／著 ＮＨＫ出版 421.3 ﾛｾ

軽石 加藤　祐三／著 八坂書房 458.6 ｶｶ

江戸東京草花図鑑 岩槻　秀明／著 エクスナレッジ 470.3 ｲｴ

歌うキノコ 盛口　満／著 八坂書房 474.7 ﾓｳ

常識がくつがえる若返り革命 了徳寺　健二／著 アスコム 492.7 ﾘｼﾞ

認知症世界の歩き方 筧　裕介／著 ライツ社 493.7 ｶﾆ

強運は口もとから 松谷　英子／著 みらいパブリッシング 497.0 ﾏｷ

６０歳からのヨガ入門 中井　まゆみ／監修 宝島社 498.3 ﾛ

技術 ３０代夫婦が建てたナチュラルな家 主婦と生活社 527 ｻ

がまんしない家 水越　美枝子／著 ＮＨＫ出版 527 ﾐｶﾞ

Ｓａｕｎａ　Ｂｕｉｌｄｅｒ キャンプ 527.6 ｻ

図解でわかる１４歳からの宇宙活動計画 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 538.9 ｽﾞ

トコトンやさしい環境発電の本 山崎　耕造／著 日刊工業新聞社 543 ﾔﾄ

おうちでできちゃう！カスタマイズお直し 高畠　海／著 新星出版社 593.3 ﾀｵ

基本調味料で作る体にいいスープ 齋藤　菜々子／著 主婦と生活社 596 ｻｷ

自炊。何にしようか 高山　なおみ／著 朝日新聞出版 596 ﾀｼﾞ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

人気料理家１０人の一生もの絶品レシピたっぷり８１ 扶桑社 596 ﾆ

冬の鍋レシピ ハースト婦人画報社 596 ﾌ

ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　７ 山本　ゆり／〔著〕 宝島社 596 ﾔｼ 7

りなてぃの一週間３５００円献立　〔１〕 ＲＩＮＡＴＹ／〔著〕 宝島社 596 ﾘﾘ 1

野菜はスープとみそ汁でとればいい 倉橋　利江／著 新星出版社 596.3 ｸﾔ

世界のおやつ 鈴木　文／著 パイインターナショナル 596.6 ｽｾ

もっと！魔法のてぬきおやつ てぬキッチン／著 ワニブックス 596.6 ﾃﾓ

大人の片づけ 一田　憲子／著 マガジンハウス 597.5 ｲｵ

産業 タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 市川　啓一郎／著 農山漁村文化協会 626 ｲﾀ

老犬との幸せな暮らし方 石井　万寿美／著 水曜社 645.6 ｲﾛ

柴犬のトリセツ 影山　直美／絵と文 西東社 645.6 ｶｼ

人、イヌと暮らす 長谷川　眞理子／著 世界思想社 645.6 ﾊﾋ

芸術 ムスコ物語 ヤマザキ　マリ／著 幻冬舎 726.1 ﾔﾏ

賞状の書き方 清水　克信／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 728 ｼ

四天王寺聖霊会の舞楽 南谷　美保／著 東方出版 768.2 ﾐｼ

高橋竹山に聴く 佐藤　貞樹／著 津軽書房 768.5 ｻﾀ

竹女ぼさま三味線をひく 野澤　陽子／著 津軽書房 768.5 ﾉﾁ

カムカムエヴリバディ　Ｐａｒｔ１ 藤本　有紀／作 ＮＨＫ出版 778.8 ｶ 1

５９歳、最後の貯めどき 青沼　貴子／著 竹書房 ｺﾐｯｸ ｱｺﾞ

眠れぬ夜はケーキを焼いて　〔１〕 午後／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｺﾐｯｸ ｺﾞﾈ 1

芸術 ひねもすのたり日記　１～４ ちば　てつや／著 小学館 ｺﾐｯｸ ﾁﾋ 1～4



言語 知的文章術入門 黒木　登志夫／著 岩波書店 816 ｸﾁ

朝日新聞記者の２００字文章術 真田　正明／著 さくら舎 816 ｻｱ

これからはじめる中国語入門 李　軼倫／著 ＮＨＫ出版 820 ﾘｺ

白川静さんに学ぶ漢字がわかるコロナ時代の二字熟語 小山　鉄郎／著 論創社 821.2 ｺｼ

これからはじめるロシア語入門 前田　和泉／著 ＮＨＫ出版 880 ﾏｺ

文学 ご機嫌剛爺 逢坂　剛／著 集英社 910.2 ｵｳ

遠慮深いうたた寝 小川　洋子／著 河出書房新社 914.6 ｵｶﾞ

ミルクとコロナ 白岩　玄／著 河出書房新社 914.6 ｼﾗ

一人でぽつんと生きればいい 曽野　綾子／著 祥伝社 914.6 ｿﾉ

おしゃべりな人見知り 山本　ゆり／著 扶桑社 914.6 ﾔﾏ

少女たちの戦争 中央公論新社／編 中央公論新社 916

円 劉　慈欣／著 早川書房 923 ﾘｳ

ミレニアム　６〔上・下〕 早川書房 949 6-1.2

ヴィクトール・ユゴー言葉と権力 西永　良成／著 平凡社 950.2 ﾕｺﾞ

打ちのめされた心は フランソワーズ・サガン／著 河出書房新社 953 ｻｶﾞ

郷土 昔の奥黒谷あれこれ 岡本　鶴雄 あやべ市民新聞社 A 216.2 ｵﾑ

教室改革 小山　英樹／著 幻冬舎メディアコンサルティング A 374.1 ｺｷ

こんにちは、保健師です 池田　香理／著 文芸社 A 498.1 ｲｺ

半農半Ｘ 塩見　直紀／編 創森社 A 611.9 ﾊ

弥仙　第三歌集 弥仙の会 弥仙の会 A 911.1 ﾐ

読物（児童書） ３分間ミステリー 粟生　こずえ／著 ポプラ社 F ｱｵ

少年探偵響　８ 秋木　真／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ 8

レッツキャンプ いとう　みく／作 佼成出版社 F ｲﾄ

ラストサバイバル　〔１４〕 大久保　開／作 集英社 F ｵｵ 14

魔女みならいのキク 草野　あきこ／作 ＰＨＰ研究所 F ｸｻ

しんぱいなことがありすぎます！ 工藤　純子／作 金の星社 F ｸﾄﾞ

３分間ミステリー 黒　史郎／著 ポプラ社 F ｸﾛ

ポーチとノート こまつ　あやこ／著 講談社 F ｺﾏ

しまのないトラ 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ

あたしたちのサバイバル教室 高橋　桐矢／作 ポプラ社 F ﾀｶ 1

あたしたちの居場所 高橋　桐矢／作 ポプラ社 F ﾀｶ 2

３分間ミステリー 高木　敦史／著 ポプラ社 F ﾀｶ

世にも奇妙な商品カタログ　１～７ 地図十行路／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾁｽﾞ 1～7

リルリルフェアリルトゥインクル　１～５ 面出　明美／作 ポプラ社 F ﾅｶ 1～5

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　スペシャル ポプラ社 F ﾊﾗ

絶望鬼ごっこ　〔１７〕 針　とら／作 集英社 F ﾊﾘ 17

はんぴらり！　４ 廣嶋　玲子／作 童心社 F ﾋﾛ 4

お天気屋と封印屋 廣嶋　玲子／作 静山社 F ﾋﾛ

３分間ミステリー 緑川　聖司／著 ポプラ社 F ﾐﾄﾞ

グレッグのダメ日記　はじめて、あじわえたよ ジェフ・キニー／作 ポプラ社 933 ｷﾆ



読物（児童書） 動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン／作 ポプラ社 933 ｷﾝ

タフィー サラ・クロッサン／作 岩波書店 933 ｸﾛ

チャーリーとフロッグ手話の町の図書館となぞのメッセージ カレン・ケイン／著 岩崎書店 933 ｹｲ

ミオととなりのマーメイド　１～８ ミランダ・ジョーンズ／作 ポプラ社 933 ｼﾞﾖ 1～8

飛べないハトを見つけた日から クリス・ダレーシー／作 徳間書店 933 ﾀﾞﾚ

ルーミーとオリーブの特別な１０か月 ジョーン・バウアー／著 小学館 933 ﾊﾞｳ

謎新聞ミライタイムズ　１～５ 佐東　みどり／著 ポプラ社 ｽｲﾘ 1～5

推理教室Ｑ 岬　かつみ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ

児童書（知識） プログラミング教室　バージョンアップ編 たにぐち　まこと／監修 ポプラ社 007

モノのなまえ事典 杉村　喜光／文 ポプラ社 031

ドラえもん探究ワールド心の不思議 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 140

大人になってもこまらない！キモチの整理術 篠　真希／監修 ポプラ社 141

大人になってもこまらない！時間のつかいかた 鈴木　尚子／監修 ポプラ社 159

歴史人物バトル　フランス編 野間　与太郎／マンガ 朝日新聞出版 280

レントゲン フカキ　ショウコ／漫画 ポプラ社 289 ﾚﾝ

平等ってなんだろう？ 齋藤　純一／著 平凡社 316

ＳＤＧｓのきほん　１～１８ ポプラ社 333 1～18

ドラえもん探究ワールドｓｐｅｃｉａｌいっしょに考えよう！１７の目標ＳＤＧｓでつくるわたしたちの未来 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 333

職場体験完全ガイド　７１～７５ ポプラ社 366 71～75

大人になってもこまらない！マナーとしぐさ 井垣　利英／監修 ポプラ社 385

ジュニア空想科学読本　１７ 柳田　理科雄／著 汐文社 404 17

成功？失敗！？科学のびっくり伝説超百科 科学のびっくり伝説研究会／編 ポプラ社 404

実験対決　３９ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 39

理系脳をつくる食べられる実験図鑑 中村　陽子／著 主婦の友社 407

算数の実験大図鑑 ＤＫ社／編著 新星出版社 410

つらら 細島　雅代／写真 ポプラ社 451

地球の森のハートさがし 藤原　幸一／しゃしん・ぶん ポプラ社 460

モテたい！生きたい！変色生物超百科 パンク町田／監修 ポプラ社 480

帰ってきた毒のある生きもの超百科 パンク町田／監修 ポプラ社 481.9

キモカワ！イモムシ超百科 やぎ　まきこ／著 ポプラ社 486.8

さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏／写真 ポプラ社 487

どっちが強い！？フクロウｖｓヤマアラシ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 488.7

おしっこ、ヒル、頭にドリル クライブ・ギフォード／作 化学同人 490

脳のなかのびっくり事典 こざき　ゆう／文 ポプラ社 491

「はやぶさ２」のはるかな旅 的川　泰宣／監修 小学館 538

料理はすごい！ 柴田書店／編 柴田書店 596

大人になってもこまらない！整理整とん術 梶ケ谷　陽子／監修 ポプラ社 597

毎日かんさつ！ぐんぐんそだつはじめてのやさいづくり　１～８ 塚越　覚／監修 ポプラ社 626 1～8

動物愛護ってなに？ 浅川　千尋／監修 ＰＨＰ研究所 645

日本遺産　３ 文化庁／協力 ポプラ社 709.1 ﾆ 3



児童書（知識） 手塚治虫 国松　俊英／著 岩崎書店 726.1 ｸﾃ

調べてみよう！日本の伝統工芸のみりょく　１～７ 伝統的工芸品産業振興協会／監修 ポプラ社 750.2 ｼ 1～7

ビリビリ！チョキチョキ！大へんしん！切り紙あそび　１～５ こどもくらぶ／編 ポプラ社 754.9 ﾋﾞ 1～5

水泳教室 平井　伯昌／監修 ポプラ社 785.2 ｽ

天才！奇才！プロ棋士超百科 大川　慎太郎／著 ポプラ社 796 ｵﾃ

いっしょにやろう！ふたりあやとり 有木　昭久／著 ポプラ社 798 ｱｲ

できたよ！ひとりあやとり 有木　昭久／著 ポプラ社 798 ｱﾃﾞ

みてみて！びっくりあやとり 有木　昭久／著 ポプラ社 798 ｱﾐ

大人になってもこまらない！つたわる話しかた 杉山　美奈子／監修 ポプラ社 809

作文教室 こざき　ゆう／原作 ポプラ社 816

ディズニープリンセスとＡＢＣ 講談社／編 講談社 831

英語で楽しもうディズニーストーリー　１～５ 荒井　和枝／監修 ポプラ社 837

どんぐり喰い エルス・ペルフロム／作 福音館書店 949 ﾍﾟﾙ

　　　絵本 ほしじいたけほしばあたけ 石川　基子／作 講談社 E ｲｼ

しっぽや ななもり　さちこ／作 こぐま社 E ｵｵ

きつねとタンバリン 安田　浩／作 ひさかたチャイルド E ｶｷ

ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ｸﾄﾞ

ニッキの火星探検 コマヤスカン／作・絵 学研プラス E ｺﾏ

パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田　ケイコ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｼﾊﾞ

じゅうにしのはなし スギヤマ　カナヨ／作・絵 ひかりのくに E ｽｷﾞ

じゅうにしのはなしのつづき スギヤマ　カナヨ／作・絵 ひかりのくに E ｽｷﾞ

たいそうするよ 高畠　純／作・装丁 光村教育図書 E ﾀｶ

やっぱりじゃない！ チョー　ヒカル／作 フレーベル館 E ﾁﾖ

にじゅうおくこうねんのこどく 谷川　俊太郎／詩 小学館 E ﾂｶ

いろいろバス ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 大日本図書 E ﾂﾍﾟ

クリスマスにオオカミは ティエリー・デデュー／文と絵 カクイチ研究所 E ﾃﾞﾃﾞ

雪ダルマ　サンタクロースをさがして ティエリー・デデュー／文と絵 カクイチ研究所 E ﾃﾞﾃﾞ

おもち 彦坂　有紀／さく 福音館書店 E ﾋｺ

ポケモンをさがせ！あたらしいぼうけん 姫野　よしかず／絵 小学館 E ﾋﾒ

ぽんぽのだいじなともだち ひらさわ　いっぺい E ﾋﾗ

ひめさま！ぞうはすごくおおきいでござる 丸山　誠司／作 光村教育図書 E ﾏﾙ

いきものづくしものづくし　９ 内城　葉子／〔ほか作〕 福音館書店 E 031 9

エゾシマリス 佐藤　圭／写真・文 文一総合出版 E 489

おちばのほん いわさ　ゆうこ／著 文一総合出版 E 653

えいごでよむディズニーえほん アレン玉井光江 うさぎ出版 E 837

カーズ“Ｒａｃｅ　ａｒｏｕｎｄ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ” Ｓｕｓａｎ　Ａｍｅｒｉｋａｎｅｒ／〔著〕 うさぎ出版 E 837

さわってたのしむ点字つきえほん　１・２ フラー・スター／文 ポプラ社 E 378

おしっこ、うんこはどこにいく？ 中川　ひろたか／作 アリス館 E 518

ＢＡＢＹ　ＣＯＬＯＵＲ　ＢＯＯＫ リサ・ラーソン／絵＆デザイン トンカチ E 849



日東精工株式会社様から書籍販売の印税を、ポプラ社の児童書として124冊

ご寄贈していただきました。ありがとうございました！

国際ソロプチミスト福知山様から奉仕活動の一環として児童書を17冊、ご

寄贈いただきました。ありがとうございました！

大切に使わせていただきます♪


