
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 名探偵は誰だ 芦辺　拓／著 光文社 F ｱｼ

六法推理 五十嵐　律人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｶﾞ

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎／著 幻冬舎 F ｲｻ

天下を買った女 伊東　潤／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾄ

生皮 井上　荒野／著 朝日新聞出版 F ｲﾉ

塞王の楯 今村　翔吾／著 集英社 F ｲﾏ

布武の果て 上田　秀人／著 集英社 F ｳｴ

夢伝い 宇佐美　まこと／著 集英社 F ｳｻ

さよならに反する現象 乙一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾂ

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

本好きの下剋上　第５部〔８〕 香月　美夜／著 ＴＯブックス F ｶｽﾞ 5-8

逆転のアリバイ 香納　諒一／著 光文社 F ｶﾉ

爆弾 呉　勝浩／著 講談社 F ｺﾞ

ショートケーキ。 坂木　司／著 文藝春秋 F ｻｶ

渚の螢火 坂上　泉／著 双葉社 F ｻｶ

流転 笹本　稜平／著 双葉社 F ｻｻ

パンとサーカス 島田　雅彦／著 講談社 F ｼﾏ

情熱の砂を踏む女 下村　敦史／著 徳間書店 F ｼﾓ

剣持麗子のワンナイト推理 新川　帆立／著 宝島社 F ｼﾝ

夏が破れる 新庄　耕／著 小学館 F ｼﾝ

脱北航路 月村　了衛／著 幻冬舎 F ﾂｷ

卒業タイムリミット 辻堂　ゆめ／著 双葉社 F ﾂｼﾞ

二重らせんのスイッチ 辻堂　ゆめ／著 祥伝社 F ﾂｼﾞ

小さき王たち　第１部 堂場　瞬一／著 早川書房 F ﾄﾞｳ 1

特許やぶりの女王 南原　詠／著 宝島社 F ﾅﾝ

泣き虫先生 ねじめ　正一／著 新日本出版社 F ﾈｼﾞ

ハイドロサルファイト・コンク 花村　萬月／著 集英社 F ﾊﾅ

花散る里の病棟 帚木　蓬生／著 新潮社 F ﾊﾊ



日本の小説 スクイッド荘の殺人 東川　篤哉／著 光文社 F ﾋｶﾞ

マスカレード・ゲーム 東野　圭吾／著 集英社 F ﾋｶﾞ

スタッフロール 深緑　野分／著 文藝春秋 F ﾌｶ

ファズイーター 深町　秋生／著 幻冬舎 F ﾌｶ

団地のふたり 藤野　千夜／著 Ｕ－ＮＥＸＴ F ﾌｼﾞ

にごりの月に誘われ 本城　雅人／著 東京創元社 F ﾎﾝ

公孫龍　巻２ 宮城谷　昌光／著 新潮社 F ﾐﾔ 2

阿茶 村木　嵐／著 幻冬舎 F ﾑﾗ

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月　裕子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾕｽﾞ

ついでにジェントルメン 柚木　麻子／著 文藝春秋 F ﾕｽﾞ

外国の小説 あの図書館の彼女たち ジャネット・スケスリン・チャールズ／著 東京創元社 933 ｽｹ

シャギー・ベイン ダグラス・スチュアート／著 早川書房 933 ｽﾁ

最後の大君 スコット・フィッツジェラルド／著 中央公論新社 933 ﾌｲ

すべての月、すべての年 ルシア・ベルリン／著 講談社 933 ﾍﾞﾙ

文庫 汝の名 明野　照葉／著 中央公論新社 B F ｱｹ

向う端にすわった男 東　直己／著 早川書房 B F ｱｽﾞ

雪国 川端　康成／著 新潮社 B F ｶﾜ

後宮の烏　７ 白川　紺子／著 集英社 B F ｼﾗ 7

あきない世傳金と銀　１２ 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ 12

寂しい丘で狩りをする 辻原　登／〔著〕 講談社 B F ﾂｼﾞ

湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ 中島　久枝／〔著〕 ポプラ社 B F ﾅｶ

湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ　十三夜の巻 中島　久枝／〔著〕 ポプラ社 B F ﾅｶ

湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ　上弦の巻 中島　久枝／〔著〕 ポプラ社 B F ﾅｶ

湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ　十日夜の巻 中島　久枝／〔著〕 ポプラ社 B F ﾅｶ

ボッコちゃん 星　新一／著 新潮社 B F ﾎｼ

ビブリア古書堂の事件手帖　〔２〕－２・３ 三上　延／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 2-2.3

京都寺町三条のホームズ　１８ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 18

総記 図書館の基本を求めて　１～６ 田井　郁久雄／著 大学教育出版 010.4 ﾀｲ 1～6

歴史 「なぜ！？」からはじめる世界史 津野田　興一／著 山川出版社 209 ﾂﾅ

三好一族 天野　忠幸／著 中央公論新社 288.3 ｱﾐ

拝啓、おふくろ 道上　洋三／著 光文社 289.1 ﾄﾞｳ

世界美しい聖地とパワースポットをめぐる旅 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 290.8 ｾ

社会科学 ロシア点描 小泉　悠／著 ＰＨＰ研究所 302.3 ｺﾛ

日本共産党はどうなるか 村岡　到／著 ロゴス 315.1 ﾑﾆ



社会科学 ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部／編 岩波書店 319.3 ｳ

日本がウクライナになる日 河東　哲夫／著 ＣＣＣメディアハウス 319.3 ｶﾆ

法律大百科事典 千葉　博／著 翔泳社 335 ﾁﾎ

投資家が選ぶ「成長株」５０銘柄　２０２２年版 菅下　清廣／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 338.1 ｽﾄ 22

私の老後私の年金 長尾　義弘／著 河出書房新社 364.6 ﾅﾜ

これ一冊でぜんぶわかる！労働基準法　２０２２～２０２３年版 今井　慎／監修 ナツメ社 366.1 ｺ 22

母親になって後悔してる オルナ・ドーナト／著 新潮社 367.3 ﾄﾞﾊ

レクリエ　２０２２－３・４月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 22-3

レクリエ　２０２２－５・６月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 22-5

ことばをひきだす親子あそび 寺田　奈々／著 小学館 379.9 ﾃｺ

自然科学 世界はこうしてできている美しい物理のしくみ 川村　康文／監修 西東社 420.4 ｾ

完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 長尾　和宏／編著 講談社 493.1 ｶ

最新女子栄養大学栄養クリニックの糖尿病バランスレシピ 女子栄養大学栄養クリニック／監修 西東社 493.1 ｻ

１日３分認知症にならない歌う脳トレ 吉田　勝明／監修 青春出版社 493.7 ｲ

足の痛み・しびれ・はれ・変形自力でよくなる！
名医が教える最新１分体操大全 文響社 494.6 ｱ

「目」のトリセツ 杉田　美由紀／監修 主婦の友社 496 ﾒ

運動・減塩はいますぐやめるに限る！ 大脇　幸志郎／著 さくら舎 498.3 ｵｳ

まいにち食薬養生帖 井澤　由美子／著 リトルモア 498.5 ｲﾏ

ずっと元気でいたければ６０歳から食事を変えなさい 森　由香子／著 青春出版社 498.5 ﾓｽﾞ

技術 世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻　健男／編著 笠間書院 502.1 ｻｾ

いつかは訪れたい美しき世界の寺院・神殿 マイケル・ケリガン／著 日経ナショナルジオグラフィック社 526.1 ｹｲ

安くて小さい家を建てる方法のすべてがわかる本 主婦の友社／編 主婦の友社 527 ﾔ

家事がラクになる！スッキリ暮らす１３のヒント ｈｏｌｏｎ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 590 ｶ

本当に大事なことはほんの少し ウー　ウェン／著 大和書房 590.4 ｳﾎ

きれいに作れる帽子 赤峰　清香／著 主婦と生活社 593.3 ｱｷ

着物リメイクで大人のおしゃれ服 もりた　もとこ／監修 世界文化社 593.3 ｷ

商用ＯＫ！これ作ったの？と言われる布こもの ｙａｓｕｍｉｎ／著 主婦と生活社 594.7 ﾔｼ

１品でおうちまかないメシ あべ　こういち／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ｱﾋ

１カ月分の献立カレンダーＢＯＯＫ　５月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ｲ

上沼恵美子のおしゃべりクッキング永久保存版ＢＥＳＴおかずＡＢＣテレビ／編 ワン・パブリッシング 596 ｶ

９１歳のユーチューバー 道場　六三郎／著 主婦と生活社 596 ﾐｷ

おうちでできる世界のおそうざい 荻野　恭子／著 河出書房新社 596.2 ｵｵ

石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原　洋子／著 主婦と生活社 596.3 ｲｲ

本格パン作り大全 松尾　美香／著 世界文化ブックス 596.6 ﾏﾎ



技術 北欧テイストの部屋づくり　ｎｏ．３５ ネコ・パブリッシング 597 ﾎ 35

すみごこち　Vol．１５ 株式会社第一プログレス 株式会社ＦＰコーポレーション 597.0 ｽ 15

人生が変わる紙片づけ！ 石阪　京子／著 ダイヤモンド社 597.5 ｲｼﾞ

１１５人の収納と片づけ 扶桑社 597.5 ﾋ

本当に心地いい部屋 筆子／著 大和出版 597.5 ﾌﾎ

１２か月が楽しい！子どもの季節あそび ＨｏｉＣｌｕｅ／編著 朝日新聞出版 599 ｼﾞ

産業 剪定「コツ」の教科書 木下　透／著 講談社 627.7 ｷｾ

農家が教えるタケノコづくし 農文協 農山漁村文化協会 657.8 ﾉ

何が記者を殺すのか 斉加　尚代／著 集英社 699.6 ｻﾅ

芸術 葛飾北斎万物絵本大全 葛飾　北斎／〔画〕 朝日新聞出版 721.8 ｶｶ

世にも不思議な猫世界 ＫＯＲＩＲＩ／著 辰巳出版 726.5 ｺﾖ

まねる写真術 河野　鉄平／著 翔泳社 743 ｺﾏ

はじめての実用おりがみ 小林　一夫／監修 朝日新聞出版 754.9 ﾊ

語れるようになるクラシックの名曲 山浦　文友香／監修 成美堂出版 760 ｶ

中上級アレンジで弾く昭和歌謡名曲集 ケイ・エム・ピー M 763.2 ﾁ

音色を味わう癒しのピアノアレンジ・レパートリー シンコーミュージック・エンタテイメ M 763.2 ﾁ

ＣとＡｍで吹けるハーモニカ曲集　演歌編 斎藤　寿孝／編 全音楽譜出版社 M 763.7 ｼ

ＣとＡｍで吹けるハーモニカ曲集　童謡唱歌編 斎藤　寿孝／編 全音楽譜出版社 M 763.7 ｼ

ＣとＣ＃で吹けるハーモニカ曲集　クラシック編 斎藤　寿孝／監修 全音楽譜出版社 M 763.7 ｼ

ＣとＣ＃で吹けるハーモニカ曲集　フォーク＆カントリー編 斎藤　寿孝／監修 全音楽譜出版社 M 763.7 ｼ

ＣとＣ＃で吹けるハーモニカ曲集　オールディーズ編 斎藤　寿孝／監修 全音楽譜出版社 M 763.7 ｼ

ハーモニカのための楽典 斎藤　寿孝／編著 全音楽譜出版社 M 763.7 ﾊ

ハーモニカのための楽典 斎藤　寿孝／編著 全音楽譜出版社 M 763.7 ﾊ

オーケストラ興亡記 音楽の友／編 音楽之友社 764.3 ｵ

はじめての吹奏楽ブラスバンド 佐藤　博／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 764.6 ﾊ

バレエ音楽がわかる本 音楽の友／編 音楽之友社 769.9 ﾊﾞ

穴があったら入ります 高畑　充希／著 パルコエンタテインメント事業部 772.1 ﾀｶ

ちむどんどん　Ｐａｒｔ１ 羽原　大介／作 ＮＨＫ出版 778.8 ﾁ 1

福士加代子 福士　加代子／著 いろは出版 782.3 ﾌﾌ

将棋のひみつ 羽生　善治／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 796 ｼ

文学 １００年後も読み継がれる児童文学の書き方 村山　早紀／著 立東舎 909.3 ﾑﾋ

タイム・スリップ芥川賞 菊池　良／著 ダイヤモンド社 910.2 ｷﾀ

闇で味わう日本文学 中野　純／著 笠間書院 910.2 ﾅﾔ

あの胸が岬のように遠かった 永田　和宏／著 新潮社 911.1 ｶﾜ



文学 置行堀 永田　和宏／著 現代短歌社 911.1 ﾅｵ

人類の午後 堀田　季何／著 邑書林 911.3 ﾎｼﾞ

源氏物語解剖図鑑 佐藤　晃子／文 エクスナレッジ 913.3 ﾑﾗ

大人の流儀　１１ 伊集院　静／著 講談社 914.6 ｲｼﾞ 11

タダキ君、勉強してる？ 伊集院　静／著 集英社 914.6 ｲｼﾞ

折れない言葉 五木　寛之／著 毎日新聞出版 914.6 ｲﾂ

捨てない生きかた 五木　寛之／著 マガジンハウス 914.6 ｲﾂ

うまれることば、しぬことば 酒井　順子／著 集英社 914.6 ｻｶ

今日を楽しく生きる 瀬戸内　寂聴／著 祥伝社 914.6 ｾﾄ

家族 村井　理子／著 亜紀書房 916 ﾑﾗ

大人でなく３０歳です ニナキム／文・イラスト サンマーク出版 929 ﾆﾅ

氷の城 タリアイ・ヴェーソス／著 国書刊行会 949 ﾍﾞｽ

壊れた魂 アキラ・ミズバヤシ／〔著〕 みすず書房 953 ﾐｽﾞ

コミック じい様が行く　１～９ 蛍石／原作 アルファポリス ｺﾐｯｸ ｱｼﾞ 1～9

戦争は女の顔をしていない　１ 小梅　けいと／作画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｺﾐｯｸ ｺｾ 1

メンタル強め美女白川さん　１～３ 獅子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｺﾐｯｸ ｼﾒ 1～3

郷土 田中角栄がいま、首相だったら 田原　総一朗／著 プレジデント社 A 312.1 ﾀﾀ

SỐNG BÁN NÔNG BÁN X:

TRIẾT LÝ MỚI VỀ CUỘC SỐNG ĐIỀN VIÊN
Shiomi Naoki Dân Trí A 611.9 ｼﾊ

児童書（読物） つくしちゃんとおねえちゃん いとう　みく／作 福音館書店 F ｲﾄ

ラストサバイバル　〔１５〕 大久保　開／作 集英社 F ｵｵ 15

りんごの木を植えて 大谷　美和子／作 ポプラ社 F ｵｵ

風の神送れよ 熊谷　千世子／作 小峰書店 F ｸﾏ

学校のおばけずかん　ハイ！ 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

まちのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

怪狩り　巻ノ６ 佐東　みどり／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻﾄ 6

コカチン 佐和　みずえ／作 静山社 F ｻﾜ

世にも奇妙な商品カタログ　８・９ 地図十行路／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾁｽﾞ 8・9

ぼくの師匠はスーパーロボット 南田　幹太／作 佼成出版社 F ﾅﾝ

マスクと黒板 濱野　京子／作 講談社 F ﾊﾏ

かなしきデブ猫ちゃん　〔３〕 早見　和真／文 愛媛新聞社 F ﾊﾔ 3

絶望鬼ごっこ　〔１８〕 針　とら／作 集英社 F ﾊﾘ 18

四つ子ぐらし　９ ひの　ひまり／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋﾉ 9

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１７ 廣嶋　玲子／作 偕成社 F ﾋﾛ 17

ふしぎ町のふしぎレストラン　５ 三田村　信行／作 あかね書房 F ﾐﾀ 5



児童書（読物） フルーツふれんずイガグリくん 村上　しいこ／作 あかね書房 F ﾑﾗ

病院図書館の青と空 令丈　ヒロ子／著 講談社 F ﾚｲ

雌牛のブーコラ 東京子ども図書館／編纂 東京子ども図書館 昔話

児童書（知識） チコちゃんと学ぶチコっと論語 山口　謠司／監修 河出書房新社 123 ｺｳ

世界を変えた１４６人の子ども ルーラ・ブリッジポート／著 創元社 280

ニュース探偵コナン　３・４ 青山　剛昌／原作 小学館 304 3・4

日本国憲法で鬼ケ島を救え！ 河村　万理／マンガ 朝日新聞出版 323

夜間中学で学ぶ喜びを求めつづけた世界一幸せな先生 高橋　うらら／著 新日本出版社 376

どっちが強い！？Ｘ　１１ エアーチーム／まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404 11

ざんねんないきもの事典　やっぱり 今泉　忠明／監修 高橋書店 480

この世界からサイがいなくなってしまう 味田村　太郎／文 学研プラス 490

どっちが強い！？オランウータンｖｓセンザンコウ ジノ／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 490

はっこう 小川　忠博／写真・文 あすなろ書房 588

園芸図鑑 さとうち　藍／文 福音館書店 620

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野　境子／著 国土社 721.8 ﾁｴ

進撃の巨人　４ 諫山　創／著 講談社 726.1 ｲｼ 4

美少女戦士セーラームーン　１ 武内　直子／著 講談社 726.1 ﾀﾋﾞ 1

頭がよくなる！ちょいムズおりがみ 山田　勝久／著 西東社 754.9 ﾔｱ

仮面ライダーヒーローズ！スーパーバトル大図鑑　２０００－２０２１ 講談社 778.8 ｶ

すこしずるいパズル　１・２ たつなみ／著 アリス館 798.3 ﾀｽ 1・2

短歌部、ただいま部員募集中！ 小島　なお／著 岩波書店 911

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴさいごのたたかい ニック・エリオポラス／文 技術評論社 933 ｴﾘ

ロウリーのいい子怪談ばなし ジェフ・キニー／作 ポプラ社 933 ｷﾆ

エヴィーのひみつと消えた動物たち マット・ヘイグ／作 ほるぷ出版 933 ﾍｲ

海を見た日 Ｍ．Ｇ．ヘネシー／作 鈴木出版 933 ﾍﾈ

目で見ることばで話をさせて アン・クレア・レゾット／作 岩波書店 933 ﾚｿﾞ

ひみつの地下図書館　１ アビー・ロングスタッフ／作 ほるぷ出版 933 ﾛﾝ 1

絵本 ゆめぎんこう　おじいちゃんのおともだち コンドウ　アキ 白泉社 E コン

ホットプレートよ～いどん！ さいとう　しのぶ 白泉社 E サイ

のぞいてごらんおとぎのせかい 青山　邦彦／作 フレーベル館 E ｱｵ

パンダのんびりたいそう いりやま　さとし／作 講談社 E ｲﾘ

ごっつあん！うまいもんずもう 岩田　明子／作 佼成出版社 E ｲﾜ

おすしやさんにいらっしゃい！ おかだ　だいすけ／文 岩崎書店 E ｴﾝ

ショートケーキになにのせる？ おおの　こうへい／さく・え ＰＨＰ研究所 E ｵｵ



絵本 パンダどうぶつえん おおの　こうへい／さく・え ＰＨＰ研究所 E ｵｵ

おなおしやのミケばあちゃん 尾崎　玄一郎／作 偕成社 E ｵｻﾞ

ゆきちゃんは、ぼくのともだち！ 武田　美穂／作・絵 童心社 E ﾀｹ

だれかのプレゼント 谷口　智則／著 文溪堂 E ﾀﾆ

すうがくでせかいをみるの ミゲル・タンコ／作 ほるぷ出版 E ﾀﾝ

うろおぼえ一家のパーティー 出口　かずみ／作 理論社 E ﾃﾞｸﾞ

おんぷちゃんとねこ とよた　かずひこ／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾄﾖ

ないしょないしょのももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾖ

おいなりさん もとした　いづみ／文 アリス館 E ﾅｶ

１０ぴきのおばけとすすおばけ にしかわ　おさむ／作・絵 ひかりのくに E ﾆｼ

ふたごパンダのこころコロコロ 西島　三重子／文 中央公論新社 E ﾊｾ

あげる はらぺこめがね／著 佼成出版社 E ﾊﾗ

ペネロペ　ルーヴルびじゅつかんにいく アン・グットマン／ぶん 岩崎書店 E ﾊﾚ

み～んなあくび！どんなあくび？ アニータ・ビスタボシュ／文・絵 パイインターナショナル E ﾋﾞｽ

１１１本の木 リナ・シン／文 光村教育図書 E ﾌｴ

ばあばにえがおをとどけてあげる コーリン・アーヴェリス／ぶん 評論社 E ﾌｵ

えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日 松岡　享子／原案・文 福音館書店 E ﾌﾘ

こねこのケイティ キャサリン・ジャクソン／さく 好学社 E ﾌﾟﾛ

みらいのえんそく ジョン・ヘア／作 あすなろ書房 E ﾍｱ

かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ　シンスケ／著 白泉社 E ﾖｼ

きょうりゅうバスでとしょかんへ リウ　スーユエン／文 世界文化ブックス E ﾘﾝ

らんらんランドセル モリナガ　ヨウ／著 めくるむ E 589

ライラックどおりのおひるごはん フェリシタ・サラ／作 ＢＬ出版 E 596

Ｄｉｓｎｅｙおいしいまちがいさがし 講談社／編集 講談社 E 798 ﾃﾞ

くら寿司のおすしまんぷくさがしっこ せいらん／絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E 798 ｾｸ

紙芝居 おせんべやけた！ 長野　ヒデ子／脚本・絵 童心社 K

ともだちおっとっと 内田　麟太郎／脚本 童心社 K


