
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 ななみの海 朝比奈　あすか／著 双葉社 F ｱｻ

砂嵐に星屑 一穂　ミチ／著 幻冬舎 F ｲﾁ

ブラック・ムーン 逢坂　剛／著 中央公論新社 F ｵｳ

いえ 小野寺　史宜／著 祥伝社 F ｵﾉ

タラント 角田　光代／著 中央公論新社 F ｶｸ

信長、鉄砲で君臨する 門井　慶喜／著 祥伝社 F ｶﾄﾞ

春のこわいもの 川上　未映子／著 新潮社 F ｶﾜ

リリアン 岸　政彦／著 新潮社 F ｷｼ

リズム・マム・キル 北原　真理／著 光文社 F ｷﾀ

燕は戻ってこない 桐野　夏生／著 集英社 F ｷﾘ

シャルロットのアルバイト 近藤　史恵／著 光文社 F ｺﾝ

漆花ひとつ 澤田　瞳子／著 講談社 F ｻﾜ

愛じゃないならこれは何 斜線堂　有紀／著 集英社 F ｼﾔ

花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也／著 ポプラ社 F ｼﾖ

落花流水 鈴木　るりか／著 小学館 F ｽｽﾞ

タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地　はるな／著 文藝春秋 F ﾃﾗ

０ 堂場　瞬一／著 河出書房新社 F ﾄﾞｳ

アキレウスの背中 長浦　京／著 文藝春秋 F ﾅｶﾞ

奇跡 林　真理子／著 講談社 F ﾊﾔ

怪物 東山　彰良／著 新潮社 F ﾋｶﾞ

繭の季節が始まる 福田　和代／著 光文社 F ﾌｸ

原罪 山本　音也／著 小学館 F ﾔﾏ

はじめての 島本　理生／著 水鈴社 F

外国の小説 アーチー若気の至り Ｐ．Ｇ．ウッドハウス／著 国書刊行会 933 ｳﾂ

レニーとマーゴで１００歳 マリアンヌ・クローニン／著 新潮社 933 ｸﾛ

文庫 京都伏見は水神さまのいたはるところ　１～７ 相川　真／著 集英社 B F ｱｲ 1～7

偽神の審判 麻見　和史／〔著〕 講談社 B F ｱｻ

邪神の天秤 麻見　和史／〔著〕 講談社 B F ｱｻ

ハウ 斉藤　ひろし／著 朝日新聞出版 B F ｻｲ

光る海 佐伯　泰英／著 文藝春秋 B F ｻｴ

君が落とした青空 櫻　いいよ／著 スターツ出版 B F ｻｸ

パンドラ 内藤　了／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｲ

わが家は祇園の拝み屋さん　１５ 望月　麻衣／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾓﾁ 15



文庫 京都船岡山アストロロジー 望月　麻衣／〔著〕 講談社 B F ﾓﾁ

旋律 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ

ナチを欺いた死体 ベン・マッキンタイアー／著 中央公論新社 B 391.6 ﾏﾅ

さらに、やめてみた。 わたなべ　ぽん／〔著〕 幻冬舎 B 590.4 ﾜｻ

ご飯の島の美味しい話 飯島　奈美／〔著〕 幻冬舎 B 596.0 ｲｺﾞ

総記 この３０年の小説、ぜんぶ 高橋　源一郎／著 河出書房新社 019.9 ﾀｺ

哲学 不思議とお金に困らない人の生き方 本田　晃一／著 祥伝社 159 ﾎﾌ

歴史 図説世界の水中遺跡 木村　淳／編著 グラフィック社 202.5 ｽﾞ

漫画サピエンス全史　人類の誕生編 ユヴァル・ノア・ハラリ／原案・脚本 河出書房新社 209 ﾊﾏ

歴史修正主義 武井　彩佳／著 中央公論新社 230.7 ﾀﾚ

戦争の文化　上・下 ジョン・Ｗ．ダワー／〔著〕 岩波書店 253.0 ﾀﾞｾ 1.2

秋篠宮家と小室家 文藝春秋／編 文藝春秋 288.4 ｱ

難民に希望の光を　真の国際人緒方貞子の生き方 中村　恵／著 平凡社 289.1 ｵｶﾞ

京のおうどん食べ歩き 小学館 291.6 ｷ

日本人とエベレスト 山と溪谷社／編 山と溪谷社 292.5 ﾆ

社会科学 １００日くらいで理解できる憲法入門 ぼうご　なつこ／著 オクムラ書店 323.1 ﾋ

機能向上につながる！高齢者とつくる季節の制作　春・夏編 世界文化ライフケア 369.2 ｷ

暁の宇品 堀川　惠子／著 講談社 396.7 ﾎｱ

自然科学 さいごまで自宅で診てくれるいいお医者さん　２０２２年版 朝日新聞出版 498 ｻ

７０歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食事に変える！ 塩野崎　淳子／著 すばる舎 498.5 ｼﾅ

技術 いちばん楽しいマンションの間取り図鑑 リノベる。／著 エクスナレッジ 527.8 ｲ

かぎ針編みのおざぶとかご ＮＨＫ出版 594.3 ｶ

６０歳から始めたいほんとうにおいしいものだけ！石原洋子の電子レンジベストメニュー 石原　洋子／著 世界文化ブックス 596 ｲﾛ

こころとからだにやさしい天然生活の料理入門 扶桑社 596 ｺ

冷凍つくりおきで毎日すぐでき弁当 平岡　淳子／著 家の光協会 596.4 ﾋﾚ

おべんとうの教科書 ほりえ　さちこ／著 学研プラス 596.4 ﾎｵ

ノスタルジア喫茶 イスクラ／著 グラフィック社 596.6 ｲﾉ

産業 プロに教わる野菜の収穫・保存・加工の技とコツ やさい畑ファーマーズ倶楽部／編 家の光協会 626.9 ﾌﾟ

スイレンとハスの世界 赤沼　敏春／著 エムピージェー 627.5 ｱｽ

スイレンとハスの育て方・楽しみ方 岩見　悦明／著 家の光協会 627.5 ｲｽ

ロシアのチョコレート包み紙 小我野　明子／著 京都：青幻舎 675.1 ｺﾛ

芸術 乙女オバさん 南　果歩／著 小学館 778.2 ﾐﾅ

文学 ふたつの波紋 伊藤　比呂美／著 文藝春秋 910.4 ｲﾌ

ないものねだるな 阿川　佐和子／著 中央公論新社 914.6 ｱｶﾞ

６Ｂの鉛筆で書く 五味　太郎／著 ブロンズ新社 914.6 ｺﾞﾐ

犬棒日記　続 乃南　アサ／著 双葉社 914.6 ﾉﾅ 2

人生の旅をゆく　４ 吉本　ばなな／著 ＮＨＫ出版 914.6 ﾖｼ 4

読んで、旅する。 伊集院　静／著 小学館 915.6 ｲｼﾞ



文学 東大教授、若年性アルツハイマーになる 若井　克子／著 講談社 916 ﾜｶ

ボブが教えてくれたこと ジェームズ・ボーエン／著 辰巳出版 936 ﾎﾞｴ

ボブが遺してくれた最高のギフト ジェームズ・ボーエン／著 辰巳出版 936 ﾎﾞｴ

コミック おいしいロシア シベリカ子／著 イースト・プレス ｺﾐｯｸ ｼｵ 1

おいしいロシア　おかわり シベリカ子／著 イースト・プレス ｺﾐｯｸ ｼｵ 2

ハイキュー！！　１～４５ 古舘　春一／著 集英社 ｺﾐｯｸ ﾌﾊ 1～45

児童書（読物） ねこの町の小学校 小手鞠　るい／作 講談社 F ｺﾃﾞ

コロキパラン たかどの　ほうこ／作 のら書店 F ﾀｶ

まよなかのサイクリング たるいし　まこ／作 あかね書房 F ﾀﾙ

保健室経由、かねやま本館。　４ 松素　めぐり／著 講談社 F ﾏﾂ 4

七不思議神社　〔４〕 緑川　聖司／作 あかね書房 F ﾐﾄﾞ 4

えっ、ウソみたい？ 日本児童文学者協会／編 偕成社 F

涙と笑いのミステリー 宮部　みゆき／著 汐文社 F

科学探偵ＶＳ．ミステリートレイン 佐東　みどり／作 朝日新聞出版 ｽｲﾘ

彼の名はウォルター エミリー・ロッダ／著 あすなろ書房 ｽｲﾘ

幸せな王子 オスカー・ワイルド／作 理論社 933 ﾜｲ

児童書（知識） ミラクルきょうふ！本当に怖いストーリー永遠の呪縛 闇月　麗／編著 西東社 147

ミラクルきょうふ！本当に怖いストーリーＤＸ 闇月　麗／編著 西東社 147

どっちが強い！？からだレスキュー　１～３ ホットブラッドソウルズ／ストーリー・まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ 491 1～3

すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１３.１７ 宮崎　祥子／構成・文 岩崎書店 619 13.17

すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１９.２０ 宮崎　祥子／構成・文 岩崎書店 619 19.20

地下鉄のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 686 2

台詞は喋ってみなけりゃ分からない 石丸　謙二郎／著 敬文舎 772.1 ｲｾ

絵本 はるいちばん 青山　友美／作 講談社 E ｱｵ

ねこのラーメンやさん ＫＯＲＩＲＩ／さく・え 金の星社 E ｺﾘ

大ピンチずかん 鈴木　のりたけ／作 小学館 E ｽｽﾞ

ポチャッポチョッイソップ イソップ／〔原作〕 玉川大学出版部 E ｽｽﾞ

ひなまつりセブン もとした　いづみ／作 世界文化ワンダークリエイト E ﾌｸ

ずんずんばたばたおるすばん ねじめ　正一／文 福音館書店 E ﾌﾘ

絵本はたらく細胞　３ 清水　茜／原作 講談社 E ﾏｷ 3

でんせつのチョコレート みやにし　たつや／作絵 ＡＰｅＣａ E ﾐﾔ

ここがわたしのねるところ レベッカ・ボンド／文 福音館書店 E ﾒｲ

いきものづくしものづくし　１２ 松岡　達英／〔ほか作〕 福音館書店 E 031 12

おちつきがなかったらやってみて！ オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ／ぶん・え 主婦の友社 E 141


