
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 ナゾトキ・ジパング 青柳　碧人 小学館 F ｱｵ

幽霊認証局 赤川　次郎 文藝春秋 F ｱｶ

ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 阿川　佐和子 文藝春秋 F ｱｶﾞ

俺ではない炎上 浅倉　秋成 双葉社 F ｱｻ

母の待つ里 浅田　次郎 新潮社 F ｱｻ

大鞠家殺人事件 芦辺　拓 東京創元社 F ｱｼ

すべては一度きり 浅生　鴨 左右社 F ｱｿ

残心 我孫子　武丸 光文社 F ｱﾋﾞ

朽ちゆく庭 伊岡　瞬 集英社 F ｲｵ

禁猟区 石田　衣良 集英社 F ｲｼ

猫弁と幽霊屋敷 大山　淳子 講談社 F ｵｵ

晩秋行 大沢　在昌 双葉社 F ｵｵ

わたしたち 落合　恵子 河出書房新社 F ｵﾁ

野良犬イギー 荒木　飛呂彦 集英社 F ｵﾂ

本好きの下剋上　第５部〔７〕 香月　美夜 ＴＯブックス F ｶｽﾞ 5-7

残された人が編む物語 桂　望実 祥伝社 F ｶﾂ

ナイトシフト 香納　諒一 祥伝社 F ｶﾉ

たんぽぽ球場の決戦 越谷　オサム 幻冬舎 F ｺｼ

最後の挨拶 小林　エリカ 講談社 F ｺﾊﾞ

任侠楽団 今野　敏 中央公論新社 F ｺﾝ

筆のみが知る 近藤　史恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾝ

爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤　究 講談社 F ｻﾄ

恋ふらむ鳥は 澤田　瞳子 毎日新聞出版 F ｻﾜ

セカンドチャンス 篠田　節子 講談社 F ｼﾉ

蒼い水の女 柴田　哲孝 光文社 F ｼﾊﾞ

揚羽の夢 朱川　湊人 光文社 F ｼﾕ

道 白石　一文 小学館 F ｼﾗ

死神と天使の円舞曲 知念　実希人 光文社 F ﾁﾈ

隠し女小春 辻原　登 文藝春秋 F ﾂｼﾞ

馬鹿みたいな話！ 辻　真先 東京創元社 F ﾂｼﾞ

カレーの時間 寺地　はるな 実業之日本社 F ﾃﾗ

Ｎ／Ａ 年森　瑛 文藝春秋 F ﾄｼ



日本の小説 鷹の系譜 堂場　瞬一 講談社 F ﾄﾞｳ

オリーブの実るころ 中島　京子 講談社 F ﾅｶ

掟上今日子の忍法帖 西尾　維新 講談社 F ﾆｼ

夏休みの空欄探し 似鳥　鶏 ポプラ社 F ﾆﾀ

姫 花村　萬月 光文社 F ﾊﾅ

恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。 林　伸次 幻冬舎 F ﾊﾔ

うまたん 東川　篤哉 ＰＨＰ研究所 F ﾋｶﾞ

その意図は見えなくて 藤　つかさ 双葉社 F ﾌｼﾞ

両手にトカレフ ブレイディみかこ ポプラ社 F ﾌﾞﾚ

墜落 真山　仁 文藝春秋 F ﾏﾔ

信仰 村田　沙耶香 文藝春秋 F ﾑﾗ

千代田区一番一号のラビリンス 森　達也 現代書館 F ﾓﾘ

恋せぬふたり 吉田　恵里香 ＮＨＫ出版 F ﾖｼ

鯉姫婚姻譚 藍銅　ツバメ 新潮社 F ﾗﾝ

外国の小説 ファイナル・ツイスト ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 933 ﾃﾞｲ

血を分けた子ども オクテイヴィア・Ｅ．バトラー 河出書房新社 933 ﾊﾞﾄ

夜の少年 ローラン・プティマンジャン 早川書房 953 ﾌﾟﾃ

文庫 京都伏見は水神さまのいたはるところ　〔８〕 相川　真 集英社 B F ｱｲ 8

これは経費で落ちません！　９ 青木　祐子 集英社 B F ｱｵ 9

名探偵はひとりぼっち 赤川　次郎 徳間書店 B F ｱｶ

茉莉花官吏伝　１２ 石田　リンネ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 12

お狐様の異類婚姻譚　〔６〕 糸森　環 一迅社 B F ｲﾄ 6

ＳＣＩＳ最先端科学犯罪捜査班ＳＳ　１ 中村　啓 光文社 B F ﾅｶ 1

ＪＫ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ

引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番　６ 山田　桐子 一迅社 B F ﾔﾏ 6

ホームズの娘 横関　大 講談社 B F ﾖｺ

ルパンの帰還 横関　大 講談社 B F ﾖｺ

文豪たちが書いた笑う名作短編集 彩図社文芸部 彩図社 B F

６０歳　女、ひとり、疲れないごはん 銀色　夏生 幻冬舎 B 596.0 ｷﾞﾛ

総記 先輩、研究ってどうやるんですか 研究ステップ編集委員会 京都大学学術出版会 002.7 ｾ

Ｗｉｎｄｏｗｓ１１完全入門 日経ＢＰ社 007.6

公立図書館における電子図書館サービスの現状 吉井　潤 樹村房 016.2 ﾖｺ

チコちゃんの素朴なギモン３６５ ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」制作班 宝島社 049 ﾁ

哲学 趣魅怪談 正木　信太郎 彩図社 147 ｼ

老いの品格 和田　秀樹 ＰＨＰ研究所 159.7 ﾜｵ

８０歳の壁 和田　秀樹 幻冬舎 159.7 ﾜﾊ

歴史 ザ・クイーン マシュー・デニソン カンゼン 289.3 ｴﾘ

チェコに学ぶ「作る」の魔力 あまの　さくや かもがわ出版 293.4 ｱﾁ



社会科学 未完の敗戦 山崎　雅弘 集英社 302.1 ﾔﾐ

日本共産党 中北　浩爾 中央公論新社 315.1 ﾅﾆ

株は波動が９割 菅下　清廣 実務教育出版 338.1 ｽｶ

マンガでわかるジム・ロジャーズの投資術 林　康史 スタンダーズ 338.1 ﾏ

絶対に知らないとヤバイ！生前贈与の手続きの進め方 柴崎　貴子 彩図社 345.5 ｼｾﾞ

２度目の会話が続きません 野口　敏 サンクチュアリ出版 361.4 ﾉﾆ

ほんとうの多様性についての話をしよう サンドラ・ヘフェリン 旬報社 361.8 ﾍﾎ

１８歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール 消費者教育支援センター 旬報社 365 ｼﾞ

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野　千鶴子 中央公論新社 367.7 ｳｻ

老～い、どん！　２ 樋口　恵子 婦人之友社 367.7 ﾋｵ 2

トビタテ！ 野原　くろ サウザンブックス社 367.9 ﾉﾄ

親の介護　手続きと対処まるわかりＱ＆Ａ 田中　克典 玄光社 369.2 ﾀｵ

レクリエ　２０２２－７・８月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 22-7

定年後にもう一度大学生になる 瀧本　哲哉 ダイヤモンド社 377.9 ﾀﾃ

０～８歳までの子ども英語 平川　裕貴 彩図社 379.9 ﾋｾﾞ

自然科学 「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた グレゴリー・Ｊ．グバー ダイヤモンド社 404 ｸﾞﾈ

神の方程式 ミチオ・カク ＮＨＫ出版 429.6 ｶｶ

ダマして生きのびる虫の擬態 海野　和男 草思社 486.1 ｳﾀﾞ

虫のオスとメス、見分けられますか？ 森上　信夫 ベレ出版 486.1 ﾓﾑ

寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎　雅子 実業之日本社 489.5 ｵﾈ

うつ病治療大全 野村　総一郎 講談社 493.7 ｳ

妊活パーフェクトガイド 坂口　健一郎 クロスメディア・パブリッシング 495.4 ｻﾆ

子どもの目を守る本 三木　淳司 講談社 496 ｺ

ねこ背伸ばし 片平　悦子 アスコム 498.3 ｶﾈ

うつの人のリワークガイド 五十嵐　良雄 法研 498.8 ｲｳ

技術 写真でスラスラわかる建築基準法 関田　保行 エクスナレッジ 520.9 ｾｼ

好きな間取りが絶対見つかる図鑑 園内　せな エクスナレッジ 527.1 ｽ

自分を休ませる家事 満月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 590 ﾏｼﾞ

丁寧じゃない暮らし日記 もも子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 590.4 ﾓﾃ

家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい＆ゆかた クライ・ムキ ブティック社 593.1 ｸｶ

かわいい布ぞうり はんだ　えりこ ブティック社 593.3 ﾊｶ

とびきりかわいいスタイ ブティック社 594 ﾄ

アクリル毛糸で編む動物モチーフの魔法のタワシ ブティック社 594.3 ｱ

かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑 アップルミンツ 594.3 ｶ

１ＤＡＹマクラメ 主婦の友社 主婦の友社 594.3 ﾜ

こんなにおいしい！レンチンレシピ 上島　亜紀 成美堂出版 596 ｶｺ

志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ タサン志麻 マガジンハウス 596 ﾀｼ

ひと皿完結まんぷくごはん オレンジページ 596 ﾋ



技術 ふたり分のサクッとごはん オレンジページ 596 ﾌ

ウー・ウェンの炒めもの ウー　ウェン 高橋書店 596.2 ｳｳ

夏をのりきるシンプルレシピ 今井亮　他 扶桑社 596.3 ﾅ

１カ月分の献立カレンダーＢＯＯＫ　７月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596.3

夏のラクうまボリューム肉おかず 扶桑社 596.4

世界一美しい透明スイーツレシピ ｔｏｍｅｉ　透明愛好家 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596.6 ﾄｾ

透明和菓子ごよみ 鳥居　満智栄 淡交社 596.6 ﾄﾄ

日本ご当地パン大全 辰巳出版 596.6 ﾆ

しんどくない片付け術100 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 597.5 ｼ

産業 農家が教える農家の土木 農文協 農山漁村文化協会 614.6 ﾉ

ねこかもいぬかも 浅生　鴨 ネコノス 645.6 ｱﾈ

すみません素人でも仕事の写真を上手に撮影する方法ってないですか？ 矢島　直美 インプレス 674.3 ﾔｽ

芸術 フェルメールとオランダ黄金時代 中野　京子 文藝春秋 723.3 ﾅﾌ

お飾り王妃になったので、こっそり働きに出ることにしました　１・２ 封宝 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 726.1 ﾎｵ 1・2

ぼくのお母さん 太田　真抄子 パレード 726.6 ｵﾎﾞ

永遠のデザインとことば ディック・ブルーナ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 726.6 ﾌﾞﾙ

花おりがみの飾りもの たかはし　なな 誠文堂新光社 754.9 ﾀﾊ

世界を旅するポップアップカード 月本　せいじ ブティック社 754.9 ﾂｾ

いちばんわかりやすい紙バンドのおしゃれバッグ教室 古木　明美 河出書房新社 754.9 ﾌｲ

世界のふしぎな色の名前 城　一夫 グラフィック社 757.3 ｾ

７本指のピアニスト 西川　悟平 朝日新聞出版 762.1 ﾆﾅ

鎌倉殿の１３人　後編 三谷　幸喜 ＮＨＫ出版 778.8 ｶ 2

敗北からの芸人論 徳井　健太 新潮社 779.1 ﾄﾊ

こんな世の中で生きていくしかないなら りゅうちぇる 朝日新聞出版 779.9 ﾘﾕ

新しい登山の教科書 栗山　祐哉 池田書店 786.1 ｱ

なかなか解けないなぞ解きに挑戦しませんか？ 暇謎 ナツメ社 798.3 ﾋﾅ

言語 Ｋ－ＰＯＰ・アイドル好きのためのすぐわかるはじめての韓国語 ソンホ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 829.1 ｿｹ

身につく基本の韓国語 みんしる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 829.1 ﾐﾐ

文学 やりなおし世界文学 津村　記久子 新潮社 904 ﾂﾔ

「私」という男の生涯 石原　愼太郎 幻冬舎 910.2 ｲｼ

私解説 瀬戸内　寂聴 新潮社 910.2 ｾﾄ

サラリーマン川柳にんじょう傑作選 やく　みつる ＮＨＫ出版 911.4 ｻ

あさがおのパレット 福田　恵美子 竹林館 911.5 ﾌｱ

安部公房『砂の女』 ヤマザキ　マリ ＮＨＫ出版 913.6

客席のわたしたちを圧倒する 井上　ひさし 岩波書店 914 ｲｷ

紅色のあじさい 津村　節子 鳥影社 914 ﾂﾍﾞ

小さいわたし 益田　ミリ ポプラ社 914 ﾏﾁ

仰天・俳句噺 夢枕　獏 文藝春秋 914 ﾕｷﾞ



文学 私と街たち〈ほぼ自伝〉 吉本　ばなな 河出書房新社 914 ﾖﾜ

この世の真実が見えてくる 井上　ひさし 岩波書店 914.6 ｲﾉ

地球、この複雑なる惑星に暮らすこと ヤマザキ　マリ 文藝春秋 914.6 ﾔﾏ

妻はサバイバー 永田　豊隆 朝日新聞出版 916 ﾅｶﾞ

郷土 松寿苑 社会福祉法人　松寿苑 社会福祉法人　松寿苑 A 369.2 ｼ

日本怪異妖怪事典　近畿 朝里　樹 笠間書院 A 388.1 ﾆ

どローカル魔法少女in山家城址公園　１ 米沢　マイコ A ｺﾐｯｸ ﾄﾞﾖ 1

コミック 戦争は女の顔をしていない　２ 小梅　けいと ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｺﾐｯｸ ｺｾ 2

泣きたい夜の甘味処 中山　有香里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｺﾐｯｸ ﾅﾅ

児童書（知識） １３歳からの著作権 久保田　裕 メイツユニバーサルコンテンツ 021

かいけつゾロリのわくわくクイズ２００本ノック！ 原　ゆたか ポプラ社 031

モノのなまえ事典 杉村　喜光 ポプラ社 031

１２歳から始めるあがらない技術 鳥谷　朝代 秀和システム 141

お札に登場した偉人たち２１人 河合　敦 あすなろ書房 281

最恐！！都市伝説ビジュアル大事典 朝里　樹 ワン・パブリッシング 388

世界の妖怪大図鑑 水木　しげる 講談社 388

のぞく図鑑穴 宮田　珠己 小学館 454

ドクターエッグ　３ パク　ソンイ 朝日新聞出版 460 3

ＮＨＫ子ども科学電話相談植物スペシャル！ ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班 ＮＨＫ出版 470

いきものとくらすための７つの約束 今泉　忠明 講談社 480

ＮＨＫ子ども科学電話相談動物スペシャル！ ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班 ＮＨＫ出版 480

頂上決戦！水中危険生物最強王決定戦 Ｃｒｅａｔｕｒｅ　Ｓｔｏｒｙ 西東社 481.7

ペットボトルで育てよう　水の生き物 谷本　雄治 汐文社 481.7

ペットボトルで育てよう　むし 谷本　雄治 汐文社 486.0

ゆるゆる怪鳥図鑑 かげ 学研プラス 488

イチからつくるえんぴつ 杉谷　龍一 農山漁村文化協会 576

イチからつくるプラスチック 岩田　忠久 農山漁村文化協会 578

楽しい草つみ花つみクッキング　１～３ 農文協 農山漁村文化協会 596 1～3

ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる！産業とくらし 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 602

バナナ 佐藤　靖明 農山漁村文化協会 625

パイナップル 竹内　誠人 農山漁村文化協会 625

ペットボトルで育てよう　野菜・花 谷本　雄治 汐文社 626

牛の教え 群羊社 645

豚・鶏の教え 群羊社 645

おりがみ大図鑑 新宮　文明 日本文芸社 754.9 ｼｵ

中高生のスポーツハローワーク 学研プラス 780 ﾁ

のびーる国語カタカナ語 大村　幸子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814

のびーる国語使い分け漢字 大村　幸子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814



児童書（知識） 星のカービィおぼえておきたい四字熟語 ワープスター ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814

のびーる国語百人一首 吉海　直人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 911

児童書（読物） ちいさな宇宙の扉のまえで いとう　みく 童心社 F ｲﾄ

ふるふるひめ 大窪　いく子 文研出版 F ｵｵ

こそあどの森のおとなたちが子どもだったころ 岡田　淳 理論社 F ｵｶ

ドラゴンボール超（スーパー）ブロリー 鳥山　明 集英社 F ｵｶﾞ

星の町騒動記 樫崎　茜 理論社 F ｶｼ

人魚の夏 嘉成　晴香 あかね書房 F ｶﾅ

パンに書かれた言葉 朽木　祥 小学館 F ｸﾂ

流れ星レース 竹下　文子 偕成社 F ﾀｹ

波のパラダイス 竹下　文子 偕成社 F ﾀｹ

金曜日のヤマアラシ 蓼内　明子 アリス館 F ﾀﾃ

ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　オソロシ山のながれ星 富安　陽子 理論社 F ﾄﾐ

ルビねこと旅の仲間たち 野中　柊 理論社 F ﾉﾅ

しゅくだいドッジボール 福田　岩緒 ＰＨＰ研究所 F ﾌｸ

あそび室の日曜日 村上　しいこ 講談社 F ﾑﾗ

黄色い竜 村上　康成 徳間書店 F ﾑﾗ

みけねえちゃんにいうてみな　ぼくはおにいちゃん 村上　しいこ 理論社 F ﾑﾗ

おひさまやのハンカチ 茂市　久美子 講談社 F ﾓｲ

すこしずつの親友 森埜　こみち 講談社 F ﾓﾘ

魔法のほね 安田　登 亜紀書房 F ﾔｽ

若おかみは小学生！　スペシャル短編集０～３ 令丈　ヒロ子 講談社 F ﾚｲ

ア・テイル・オブ・マジック　２ クリス・コルファー 平凡社 933 ｺﾙ 2

フードバンクどろぼうをつかまえろ！ オンジャリ　Ｑ．ラウフ あすなろ書房 933 ﾗｳ

ひみつの地下図書館　２ アビー・ロングスタッフ ほるぷ出版 933 ﾛﾝ 2

名探偵ポアロ　アクロイド殺し アガサ・クリスティー 早川書房 ｽｲﾘ

絵本 恐竜トリケラトプスとウミトカゲ 黒川　みつひろ 小峰書店 E 457

ハタハタ 高久　至 あかね書房 E 487

うみでなんでやねん 鈴木　翼 世界文化ワンダークリエイト E ｱｵ

おふろがでまーす ａｃｃｏｔｏｔｏ ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｱﾂ

はたらくのりものえほん いしかわ　こうじ 童心社 E ｲｼ

はいたつやさん 市原　淳 E ｲﾁ

だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 E ｶｶﾞ

すいかごろごろ すとう　あさえ ほるぷ出版 E ｷﾀ

ひこうきがとぶまえに キッチンミノル 白泉社 E ｷﾂ

たね くさなり みらいパブリッシング E ｸｻ

ノラネコぐんだんうみのたび 工藤　ノリコ 白泉社 E ｸﾄﾞ

ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター サンクチュアリ出版 E ｺﾂ



絵本 バナナくん さとう　めぐみ ＰＨＰ研究所 E ｻﾄ

がっこうにまにあわない ザ・キャビンカンパニー あかね書房 E ｻﾞｷ

ドーナツペンタくん 柴田　ケイコ 白泉社 E ｼﾊﾞ

ハレガエル 大塚　健太 小学館 E ｽｽﾞ

ずぼっじー 高橋　祐次 講談社 E ﾀｶ

なんでもかいけつ！テレビマンボルフ 高畠　じゅん子 教育画劇 E ﾀｶ

ようかいむらのきらきらたなばた たかい　よしかず 国土社 E ﾀｶ

とんぼのぎんちゃんうまれたよ！ ねもと　まゆみ 童心社 E ﾀｹ

くみたて 田中　達也 福音館書店 E ﾀﾅ

まなちゃんのあかいながぐつ あいはら　ひろゆき サニーサイド E ﾂｶﾞ

ことりのメルおっこちる コーリー・Ｒ．テイバー 化学同人 E ﾃｲ

あつまれ！わくわくパンまつり のし　さやか ひさかたチャイルド E ﾉｼ

まっくらあそびしようよ！ はた　こうしろう ほるぷ出版 E ﾊﾀ

ぼくはひこうき はっとり　ひろき 講談社 E ﾊﾂ

ぱちぱちおめでとう ひろゆた 小学館 E ﾋﾛ

はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん シェリー・ダスキー・リンカー ひさかたチャイルド E ﾌｵ

はたらくくるまたちのかいたいこうじ シェリー・ダスキー・リンカー ひさかたチャイルド E ﾌｵ

かきごおりおまちどおさま ふくだ　じゅんこ ＷＡＶＥ出版 E ﾌｸ

もふっ ふじい　ともみ アリス館 E ﾌｼﾞ

おばけのジョージーたからさがし ロバート・ブライト 好学社 E ﾌﾞﾗ

レッド マイケル・ホール 子どもの未来社 E ﾎﾙ

ふたりママの家で パトリシア・ポラッコ サウザンブックス社 E ﾎﾟﾗ

おふろのなかのジャングルたんけん まつおか　たつひで 童心社 E ﾏﾂ

ちびちびパンダ みやにし　たつや 金の星社 E ﾐﾔ

光にむかって サーロー節子 汐文社 E ﾔﾏ

ごきげんななめなおさるさん スザンヌ・ラング 評論社 E ﾗﾝ

なにを　かこうかな マーグレット・レイ 文化出版局 E ﾚｲ

戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン ブロンズ新社 E ﾛﾏ

パパかいぞくのこもりうた アントン・ロマーエフ 成山堂書店 E ﾛﾏ

おどりぬいてぼろぼろになる靴 グリム兄弟 文芸社 E 昔話

ウルトラマンをさがせ！！ 講談社 E

すみっコぐらしまちがいさがし　ところかまわずすみっコ編 主婦と生活社 主婦と生活社 E

紙芝居 「おかしも」はかじのおやくそく 礒　みゆき 童心社 K

だいじだいじ ひろかわ　さえこ 童心社 K

にげてにげてつなみがくるよ！ やすい　すえこ 童心社 K

にこにこえがお 山本　祐司 童心社 K

もしももしものもしもんが、きた！ すとう　あさえ 童心社 K

れんしゅうしててよかったね 宮崎　二美枝 童心社 K


