
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 母の待つ里 浅田　次郎／著 新潮社 F ｱｻ

ボタニカ 朝井　まかて／著 祥伝社 F ｱｻ

捜査線上の夕映え 有栖川　有栖／著 文藝春秋 F ｱﾘ

奔流の海 伊岡　瞬／著 文藝春秋 F ｲｵ

威風堂々　上・下 伊東　潤／著 中央公論新社 F ｲﾄ 1・2

月の光の届く距離 宇佐美　まこと／著 光文社 F ｳｻ

創世の日 江上　剛／著 朝日新聞出版 F ｴｶﾞ

真夜中乙女戦争 Ｆ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｴﾌ

あずかりやさん　〔５〕 大山　淳子／著 ポプラ社 F ｵｵ 5

残月記 小田　雅久仁／著 双葉社 F ｵﾀﾞ

もう別れてもいいですか 垣谷　美雨／著 中央公論新社 F ｶｷ

ミーツ・ザ・ワールド 金原　ひとみ／著 集英社 F ｶﾈ

劇場版呪術廻戦０ノベライズ 芥見　下々／原作 集英社 F ｷﾀ

呪術廻戦　逝く夏と還る秋 芥見　下々／〔原〕著 集英社 F ｷﾀ

呪術廻戦　夜明けのいばら道 芥見　下々／〔原〕著 集英社 F ｷﾀ

朱より赤く 窪　美澄／著 小学館 F ｸﾎﾞ

焼けた釘 くわがき　あゆ／著 産業編集センター F ｸﾜ

探花 今野　敏／著 新潮社 F ｺﾝ

六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條　奈加／著 ＰＨＰ研究所 F ｻｲ

少女を埋める 桜庭　一樹／著 文藝春秋 F ｻｸ

山狩 笹本　稜平／著 光文社 F ｻｻ

ブラックボックス 砂川　文次／著 講談社 F ｽﾅ

塩の樹と森の人魚 塚本　はつ歌／著 産業編集センター F ﾂｶ

教育 遠野　遥／著 河出書房新社 F ﾄｵ

おわかれはモーツァルト 中山　七里／著 宝島社 F ﾅｶ



日本の小説 鑑定人　氏家京太郎 中山　七里／著 双葉社 F ﾅｶ

銀の匙 中　勘助／作 朝日出版社 F ﾅｶ

光合成理論 奈瀬　セナ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｾ

サンセット・サンライズ 楡　周平／著 講談社 F ﾆﾚ

橋ものがたり 藤沢　周平／著 実業之日本社 F ﾌｼﾞ

アクトレス 誉田　哲也／著 光文社 F ﾎﾝ

不知火海沿岸 水上　勉／著 田畑書店 F ﾐﾅ

桜風堂夢ものがたり 村山　早紀／著 ＰＨＰ研究所 F ﾑﾗ

にべ屋往来記 村木　嵐／著 文藝春秋 F ﾑﾗ

おネコさま御一行 群　ようこ／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾑﾚ

階段ランナー 吉野　万理子／著 徳間書店 F ﾖｼ

ミス・サンシャイン 吉田　修一／著 文藝春秋 F ﾖｼ

岸辺露伴は叫ばない 荒木　飛呂彦／原作 集英社 F

岸辺露伴は戯れない 荒木　飛呂彦／原作 集英社 F

恋が生まれたこの街で カツセ　マサヒコ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F

外国の小説 塩の湿地に消えゆく前に ケイトリン・マレン／著 早川書房 933 ﾏﾚ

赤毛のアン ルーシイ＝モード＝モンゴメリ／作 朝日出版社 933 ﾓﾝ

小さな家のローラ ローラ・インガルス・ワイルダー／作 朝日出版社 933 ﾜｲ

仮面をぬいだ花嫁 ダイアナ・パーマー／作 ハーパーコリンズ・ジャパン 933.7 ﾊﾟﾏ

文庫 カゲロウデイズ　６～８ じん（自然の敵Ｐ）／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｼﾞﾝ 6～7

優しい音楽 瀬尾　まいこ／著 双葉社 B F ｾｵ

尚武の志 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

私はいったい、何と闘っているのか つぶやきシロー／著 小学館 B F ﾂﾌﾞ

ＳＣＩＳ科学犯罪捜査班　１～４ 中村　啓／著 光文社 B F ﾅｶ 1～4

またあおう 畠中　恵／著 新潮社 B F ﾊﾀ

風の向こうへ駆け抜けろ　〔１〕 古内　一絵／著 小学館 B F ﾌﾙ

ｃｒｉｔｕｒｅ新人作家・杉浦李奈の推論　１・２ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 1・２

おばちゃんたちのいるところ 松田　青子／著 中央公論新社 B F ﾏﾂ

ハウス・オブ・グッチ　上・下 サラ・ゲイ・フォーデン／著 早川書房 B 589.2 ﾌﾊ 1・2

総記 デジタル・ファシズム 堤　未果／著 ＮＨＫ出版 007.3 ﾂﾃﾞ



総記 Ｗｉｎｄｏｗｓ１１活用マニュアル 日経ＢＰ社 007.6 ｳ

読書会の教室 竹田　信弥／著 晶文社 015.6 ﾀﾄﾞ

齋藤孝の冒頭文ｄｅ文学案内 齋藤　孝／著 柏書房 019.9 ｻｻ

報道現場 望月　衣塑子／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 070.2 ﾓﾎ

哲学 私はただ、「生きてる～！」って叫びたいだけだったんだ 大鈴　佳花／著 サンマーク出版 147 ｵﾜ

「運と不運」には理由があります 伊藤　由美／著 ワニ・プラス 159 ｲｳ

「命」の相談室 ゴルゴ松本／著 中央公論新社 159 ｺﾞｲ

すべては導かれている 田坂　広志／著 小学館 159 ﾀｽ

１３歳からの億万長者入門 ジェームス・マッケナ／著 ダイヤモンド社 159.7 ｼﾞ

性と宗教 島田　裕巳／著 講談社 160 ｼｾ

歴史 人類の歴史をつくった１７の大発見 コーディー・キャシディー／著 河出書房新社 209.2 ｷｼﾞ

日本人が知らない近現代史の虚妄 江崎　道朗／著 ＳＢクリエイティブ 209.7 ｴﾆ

縄文時代を知るための１１０問題 勅使河原　彰／著 新泉社 210.2 ﾃｼﾞ

倭国の古代学 坂　靖／著 新泉社 210.3 ﾊﾞﾜ

日本が感謝された日英同盟 井上　和彦／著 産経新聞出版 210.6 ｲﾆ

ソ連兵へ差し出された娘たち 平井　美帆／著 集英社 210.7 ﾋｿ

日本史人物〈あの時、何歳？〉事典 吉川弘文館編集部／編 吉川弘文館 281 ﾆ

聖子 森　まゆみ／著 亜紀書房 289.1 ﾊﾔ

鎌倉殿の１３人 ＮＨＫ出版 289.1 ﾎｳ

社会科学 戦後民主主義に僕から一票 内田　樹／著 ＳＢクリエイティブ 304 ｳｾ

ヒトの壁 養老　孟司／著 新潮社 304 ﾖﾋ

激動日本左翼史 池上　彰／著 講談社 309.3 ｲｹﾞ

永田町動物園 亀井　静香／著 講談社 312.1 ｶﾅ

時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか？国会議員に聞いてみた。 和田　靜香／著 左右社 312.1 ﾜｼﾞ

チャイニーズ・ジャパン 佐々木　類／著 ハート出版 319.1 ｻﾁ

エフォートレス思考 グレッグ・マキューン／著 かんき出版 336.2 ﾏｴ

ジョブ型時代を勝ち抜くキャリア戦略 中川　浩／監修・著 秀和システム 366.2 ｼﾞ

わたしの体に呪いをかけるな リンディ・ウェスト／著 双葉社 367.2 ｳﾜ

妻のパンチライン ＠ｗｉｆｅｉｓｋｉｎｇ／著 幻冬舎 367.3 ｱﾂ

レクリエ　２０２２－１・２月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 22-1



社会科学 日本の鬼図鑑 八木　透／監修 青幻舎 388.1 ﾆ

奪われた青春奪われた人生 梁　錦徳／著 勤労挺身隊ハルモニと共にする市民の会 393.6 ｳ

自然科学 すばらしい人体 山本　健人／著 ダイヤモンド社 490.4 ﾔｽ

糖質中毒 牧田　善二／著 文藝春秋 498.5 ﾏﾄ

秘闘 岡田　晴恵／著 新潮社 498.6 ｵﾋ

技術 ＳＤＧｓの不都合な真実 杉山　大志／編著 宝島社 519.1 ｽｴ

和菓子職人　一幸庵水上力 水上　力／著 淡交社 588.3 ﾐﾜ

これならできる！ＤＩＹで作る収納家具 山田　芳照／著 ナツメ社 592.7 ﾔｺ

食べやせ大全 扶桑社 596 ﾀ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

鶏肉＆豚こまのベストおかず 扶桑社 596.3 ﾄ

体にやさしいやさいのおやつ オレンジページ 596.6 ｶ

体、知能がグングン育つ離乳食 宗田　哲男／著 エクスナレッジ 599.3 ｶ

産業 見る、育てる、味わう五感で楽しむ蓮図鑑 高畑　公紀／著 淡交社 627.5 ﾀﾐ

愛犬との絆がぐーっと深まる本 ゆき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 645.6 ﾕｱ

図書館司書３０人が選んだ猫の本棚 高野　一枝／編著 郵研社 645.7 ﾄ

さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂　康之／著 イースト・プレス 667.9 ｺｻ

芸術 ぼく　モグラ　キツネ　馬 チャーリー・マッケジー／著 飛鳥新社 726.6 ﾏﾎﾞ

読売報道写真集　２０２２ 読売新聞東京本社 748 ﾖ 22

カミキィの〈か和いい〉季節のおりがみ カミキィ／著 日本文芸社 754.9 ｶｶ

カミキィの季節のおりがみ カミキィ／著 日本文芸社 754.9 ｶｶ

カミキィの〈気持ちが伝わる〉贈り物おりがみ カミキィ／著 日本文芸社 754.9 ｶｶ

老後とピアノ 稲垣　えみ子／著 ポプラ社 763.2 ｲﾛ

もういいかいまあだだよ 小椋　佳／著 双葉社 767.8 ｵｸﾞ

スター＆監督大名鑑 近代映画社 778.2 ｽ

鎌倉殿の１３人　前編 三谷　幸喜／作 ＮＨＫ出版 778.8 ｶ 1

いまだから語りたい昭和の落語家楽屋話 三遊亭　好楽／著 河出書房新社 779.1 ｻｲ

大谷翔平　常識を超えた１００の秘密 インテルフィン 783.7 ｵｵ

オリックスはなぜ優勝できたのか 喜瀬　雅則／著 光文社 783.7 ｷｵ



芸術 点前道具 浜本　宗俊／文 淡交社 791.5 ﾊﾃ

文学 寂聴さんに教わったこと 瀬尾　まなほ／著 講談社 910.2 ｾﾄ

寺山修司の〈歌〉と〈うた〉 齋藤　愼爾／編集 春陽堂書店 911.1 ﾃﾗ

鴎外の怪談 永井　愛／著 而立書房 912.6 ﾅｵ

一期一会の人びと 五木　寛之／著 中央公論新社 914.6 ｲﾂ

モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本　葉子／著 中央公論新社 914.6 ｷｼ

その日まで 瀬戸内　寂聴／著 講談社 914.6 ｾﾄ

３２歳。いきなり介護がやってきた。 あまの　さくや／著 佼成出版社 916 ｱﾏ

安魂 周　大新／著 河出書房新社 923 ﾁﾖ

ミョンヘ キム　ソヨン／著 影書房 929 ｷﾑ

異常 エルヴェ・ル・テリエ／著 早川書房 953 ﾙﾃ

郷土 郡是－創業者波多野鶴吉 八幡　一男／著 京都新聞出版センター A 289.1 ﾊﾀ

福祉に生きた長官 西澤　龍男 天声社 A 369.0 ﾆﾌ

となりのしかたさん　第一巻 シラヒデ あやべ市民新聞社 A 726.1 ｼﾄ 1

児童書（読物） お花のドレスのＢプラン あんびる　やすこ／著 岩崎書店 F ｱﾝ

大どろぼうジャム・パン　〔５〕 内田　麟太郎／作 文研出版 F ｳﾁ 5

ケケと半分魔女 角野　栄子／作 福音館書店 F ｶﾄﾞ

たんじょうびはジェットコースター こすぎ　さなえ／作 ＰＨＰ研究所 F ｺｽ

たまごのはなし しおたに　まみこ／作 ブロンズ新社 F ｼｵ

探検！いっちょかみスクール　怪盗の後継者編 宗田　理／作 静山社 F ｿｳ

アニメコミックおしりたんてい　１０ ポプラ社 F ﾄﾛ 10

火狩りの王　外伝 日向　理恵子／作 ほるぷ出版 F ﾋﾅ

こぶじいさま 松居　直／再話 福音館書店 昔話

ア・テイル・オブ・マジック　１ クリス・コルファー／著 平凡社 933 ｺﾙ 1

ホール・ニュー・ワールド　上・下 リズ・ブラスウェル／著 学研プラス 933 ﾌﾞﾗ 1・2

プーさんの戦争 リンジー・マティック／文 評論社 933 ﾏﾃ

森のプレゼント ローラ・インガルス・ワイルダー／作 朝日出版社 933 ﾜｲ

小さな手 金原　瑞人／編訳 岩波書店 933

児童書（知識） 生きのびるための「失敗」入門 雨宮　処凛／著 河出書房新社 159

自分をたいせつにする本 服部　みれい／著 筑摩書房 159



児童書（知識） 歴史人物バトル　アメリカ編 チーム・ガリレオ／ストーリー 朝日新聞出版 280

北条政子 山本　みなみ／監修 小学館 289 ﾎｳ

月別カレンダーで１からわかる！日本の政治 伊藤　賀一／監修 小峰書店 312

サクラの川とミライの道 稲葉　なおと／作 講談社 318

みんなが知ってる企業のＳＤＧｓ 蟹江　憲史／監修 ほるぷ出版 335

実験対決　４０ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 40

恐竜キングダム　３ レッドコード／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 457 3

よみがえれ、マンモス！ 令丈　ヒロ子／文 講談社 457

みんなが知りたい！宝石のすべて 「宝石のすべて」編集室／著 メイツユニバーサルコンテンツ 459

この指とどけ 村上　しいこ／作 講談社 498

ＣＯ２はどこへ行くのか？ 小西　哲之／編著 ＰＨＰ研究所 519

ショパン 迎　夏生／漫画 ポプラ社 762.3 ｼ

吹奏楽部のトリセツ！ 松元　宏康／監修 学研プラス 764.6 ｽ

１０歳からの考える力が育つ２０の物語 石原　健次／作 アスコム 909

西遊記　１１～１４ 〔呉　承恩／作〕 理論社 923 ｺﾞ 11～14

おとなってこまっちゃう ハビエル・マルピカ／作 偕成社 963 ﾏﾙ

イワンの馬鹿 レフ・トルストイ／著 あすなろ書房 983 ﾄﾙ

人は何で生きるか レフ・トルストイ／著 あすなろ書房 983 ﾄﾙ

コミック 放課後さいころ倶楽部　１～１９ 中道　裕大／著 小学館 ｺﾐｯｸ ﾅﾎ 1～19

絵本 のっているのはだあれ？ 新井　洋行／作・絵 偕成社 E ｱﾗ

旅の絵本　１０ 安野　光雅／〔著〕 福音館書店 E ｱﾝ 10

ヤマネコとアザラシちょうさだん 五十嵐　美和子／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ｲｶﾞ

おめんです　３ いしかわ　こうじ／作・絵 偕成社 E ｲｼ 3

ぴよちゃんとひまわり いりやま　さとし／さく・え 学研 E ｲﾘ

もりの１００かいだてのいえ いわい　としお／〔作〕 偕成社 E ｲﾜ

ムシてつ 牛窪　良太 白泉社 E ｳｼ

こんなかお、できる？ ウィリアム・コール／さく 好学社 E ｳﾝ

ももたろう ガタロー☆マン／作 誠文堂新光社 E ｶﾞﾀ

でんしゃくるかな？ きくち　ちき／〔作〕 福音館書店 E ｷｸ

眼鏡会議 菊野　葉子／さく・え 文芸社 E ｷｸ



絵本 おもちゃびょういん 木島　誠悟／著 白泉社 E ｷｼﾞ

しーっ！みみをすまして ニコラ・キニア／さく 化学同人 E ｷﾆ

ゆうきをだしてよ、ローガン！ ニコラ・キニア／さく 化学同人 E ｷﾆ

ノラネコぐんだんおかしなさがしえブック 工藤　ノリコ 白泉社 E ｸﾄﾞ

ゆめぎんこう コンドウ　アキ／著 白泉社 E ｺﾝ

おべんとうバスのかくれんぼ 真珠　まりこ／作・絵 ひさかたチャイルド E ｼﾝ

きみとぼくがつくるもの オリヴァー・ジェファーズ／さく ほるぷ出版 E ｼﾞｴ

きんいろあらし カズコ・Ｇ．ストーン／さく 福音館書店 E ｽﾄ

なぞなぞはじまるよ　３ おおなり　修司／なぞなぞ文 絵本館 E ﾀｶ 3

うちのねこ 高橋　和枝／作 アリス館 E ﾀｶ

ポッポポーン たまむら　さちこ／著 白泉社 E ﾀﾏ

やさいのがっこう　いちごちゃんはやさいなの？ なかや　みわ／さく 白泉社 E ﾅｶ

スーツケース クリス・ネイラー・バレステロス／作 京都：化学同人 E ﾈｲ

パンダツアー のはな　はるか／著 白泉社 E ﾉﾊ

ごはん山 はらぺこめがね／著 白泉社 E ﾊﾗ

はらぺこサンタのクリスマス はらぺこめがね／作 ほるぷ出版 E ﾊﾗ

みんなのおすし はらぺこめがね／作 ポプラ社 E ﾊﾗ

やきそばばんばん はらぺこめがね／作・装丁 あかね書房 E ﾊﾗ

もしかしたら コビ・ヤマダ／さく パイインターナショナル E ﾊﾞﾛ

クロべぇ ふくだ　いわお／作 光村教育図書 E ﾌｸ

地球のことをおしえてあげる ソフィー・ブラッコール／作・絵 鈴木出版 E ﾌﾞﾗ

ねこのオーランドー毛糸のズボン キャスリーン・ヘイル／さく 好学社 E ﾍﾙ

やぁだ！ マルリョケ・ヘンリヒス／さく ＢＬ出版 E ﾍﾝ

まよなかのトイレ まるやま　あやこ／さく 福音館書店 E ﾏﾙ

スダジイのなつ 谷口　國博／文 ひさかたチャイルド E ﾑﾗ

おばあさんとトラ ヤン・ユッテ／作・絵 徳間書店 E ﾕﾂ

ムーミン谷のなかまたち トーベ・ヤンソン／原案 徳間書店 E

いきものづくしものづくし　１１ 岡本　泰子／〔ほか作〕 福音館書店 E 031 11

４・５・６さいのなぜなにＳＤＧｓ 汐見　稔幸／監修 世界文化ワンダークリエイト E 333


