
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 マイ・プレゼント 青山　美智子 ＰＨＰ研究所 F ｱｵ

やっと訪れた春に 青山　文平 祥伝社 F ｱｵ

はぐれ鴉 赤神　諒 集英社 F ｱｶ

居酒屋ぼったくり　おかわり！３ 秋川　滝美 アルファポリス F ｱｷ

終活中毒 秋吉　理香子 実業之日本社 F ｱｷ

情無連盟の殺人 浅ノ宮　遼 東京創元社 F ｱｻ

京都・化野殺人怪路 梓　林太郎 実業之日本社 F ｱｽﾞ

凍る草原に鐘は鳴る 天城　光琴 文藝春秋 F ｱﾏ

修羅奔る夜 伊東　潤 徳間書店 F ｲﾄ

蹴れ、彦五郎 今村　翔吾 祥伝社 F ｲﾏ

とんこつＱ＆Ａ 今村　夏子 講談社 F ｲﾏ

ゴジラＳ．Ｐ 円城　塔 集英社 F ｴﾝ

ブロッコリー・レボリューション 岡田　利規 新潮社 F ｵｶ

空を駆ける 梶　よう子 集英社 F ｶｼﾞ

見習医ワトソンの追究 鏑木　蓮 講談社 F ｶﾌﾞ

クローゼットファイル 川瀬　七緒 講談社 F ｶﾜ

チンギス紀　１４ 北方　謙三 集英社 F ｷﾀ 14

きらめきを落としても 鯨井　あめ 講談社 F ｸｼﾞ

明日へのペダル 熊谷　達也 ＮＨＫ出版 F ｸﾏ

アナベル・リイ 小池　真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺｲ

家庭用安心坑夫 小砂川　チト 講談社 F ｺｻ

紅だ！ 桜庭　一樹 文藝春秋 F ｻｸ

嫌われ者の矜持 新堂　冬樹 光文社 F ｼﾝ

先祖探偵 新川　帆立 角川春樹事務所 F ｼﾝ

黛家の兄弟 砂原　浩太朗 講談社 F ｽﾅ

腹を割ったら血が出るだけさ 住野　よる 双葉社 F ｽﾐ

掬えば手には 瀬尾　まいこ 講談社 F ｾｵ

おいしいごはんが食べられますように 高瀬　隼子 講談社 F ﾀｶ

水平線 滝口　悠生 新潮社 F ﾀｷ

愛という名の切り札 谷川　直子 朝日新聞出版 F ﾀﾆ

箱庭の巡礼者たち 恒川　光太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾂﾈ

小さき王たち　第２部 堂場　瞬一 早川書房 F ﾄﾞｳ 2



日本の小説 号外！幕末かわら版 土橋　章宏 角川春樹事務所 F ﾄﾞﾊﾞ

作家刑事毒島の嘲笑 中山　七里 幻冬舎 F ﾅｶ

殺人者の白い檻 長岡　弘樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶﾞ

プリンシパル 長浦　京 新潮社 F ﾅｶﾞ

十津川警部哀悼の列車が走る 西村　京太郎 徳間書店 F ﾆｼ

モノクロの夏に帰る 額賀　澪 中央公論新社 F ﾇｶ

紙の梟 貫井　徳郎 文藝春秋 F ﾇｸ

こいごころ 畠中　恵 新潮社 F ﾊﾀ

財布は踊る 原田　ひ香 新潮社 F ﾊﾗ

点滅するものの革命 平沢　逸 講談社 F ﾋﾗ

さんず 降田　天 小学館 F ﾌﾙ

短篇七芒星 舞城　王太郎 講談社 F ﾏｲ

その本は 又吉　直樹 ポプラ社 F ﾏﾀ

ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏﾂ

よって件のごとし 宮部　みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾔ

星屑 村山　由佳 幻冬舎 F ﾑﾗ

きときと夫婦旅 椰月　美智子 双葉社 F ﾔｽﾞ

海の教場 吉川　英梨 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖｼ

嫌いなら呼ぶなよ 綿矢　りさ 河出書房新社 F ﾜﾀ

外国の小説 呑み込まれた男 エドワード・ケアリー 東京創元社 933 ｹｱ

彼女の思い出／逆さまの森 Ｊ．Ｄ．サリンジャー 新潮社 933 ｻﾘ

愚か者同盟 ジョン・ケネディ・トゥール 国書刊行会 933 ﾄｳ

アイダホ エミリー・ラスコヴィッチ 白水社 933 ﾗｽ

文庫 わたしの幸せな結婚　６ 顎木　あくみ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱｷﾞ 6

弱気ＭＡＸ令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった　１・２ 小田　ヒロ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵﾀﾞ 1・2

ホテルクラシカル猫番館　５・６ 小湊　悠貴 集英社 B F ｺﾐ 5・6

狂う潮 佐伯　泰英 文藝春秋 B F ｻｴ

密室殺人ありがとう 田中　小実昌 筑摩書房 B F ﾀﾅ

世継の壁 千野　隆司 双葉社 B F ﾁﾉ

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　１～４ 富樫　聖夜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾄｶﾞ 1～4

薬屋のひとりごと　１２ 日向　夏 主婦の友インフォス B F ﾋﾕ 12

京都船岡山アストロロジー　２ 望月　麻衣 講談社 B F ﾓﾁ 2

ルパンの星 横関　大 講談社 B F ﾖｺ

人生相談　谷川俊太郎対談集 谷川　俊太郎 朝日新聞出版 B 914 ﾀﾆ

総記 スラスラわかるＪａｖａＳｃｒｉｐｔ 桜庭　洋之 翔泳社 007.6 ｻｽ

あなたのなつかしい一冊 池澤　夏樹 毎日新聞出版 019.9 ｱ

哲学 恐い間取り　３ 松原　タニシ 二見書房 147 ﾏｺ 3

読むゾゾゾ　１・２ ワニブックス 147 ﾖ 1・2



哲学 孤独を抱きしめて 下重　暁子 宝島社 159 ｼｺ

いつも心に猫ちゃんを Ｊａｍ ＰＨＰ研究所 159 ｼﾞｲ

全米トップ校が教える自己肯定感の育て方 星　友啓 朝日新聞出版 159 ﾎｾﾞ

歴史 この国の戦争 奥泉　光 河出書房新社 210.7 ｵｺ

地図と写真でみる半藤一利「昭和史戦後篇１９４５－１９８９」 地理情報開発 平凡社 210.7 ﾁ

禁断の中国史 百田　尚樹 飛鳥新社 222 ﾋｷ

日本アルプス山小屋名鑑　2022 山と渓谷 291.5 ﾆ

鹿児島　’２３ 昭文社 291.9 ｶ 23

社会科学 ぼくらの選択　虎穴篇 青山　繁晴 飛鳥新社 304 ｱﾎﾞ

ぼくらの選択　雄志篇 青山　繁晴 飛鳥新社 304 ｱﾎﾞ

ぼくらの選択　天命篇 青山　繁晴 飛鳥新社 304 ｱﾎﾞ

「集落の教科書」のつくり方 田畑　昇悟 農山漁村文化協会 318.6 ﾀｼ

史上最強の資産インフレ相場で大化けする日本株を買え！ 菅下　清廣 徳間書店 338.1 ｽｼ

帝国日本のプロパガンダ 貴志　俊彦 中央公論新社 361.4 ｷﾃ

人間関係を半分降りる 鶴見　済 筑摩書房 361.4 ﾂﾆ

実家じまい終わらせました！ 松本　明子 祥伝社 365.3 ﾏｼﾞ

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

しゃべらなくても楽しい！シニアの元気を引き出す健康体操５０ 斎藤　道雄 黎明書房 369.2 ｻｼ

ボードゲーム教育 加賀　俊介 Ｐｏｃｋｅｔ　ｉｓｌａｎｄ 374.1 ｶﾎﾞ

自然科学 泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの教科書 岡田　百合香 誠文堂新光社 491.3 ｵﾋ

なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか 恩蔵　絢子 中央法規出版 493.7 ｵﾅ

感覚過敏の僕が感じる世界 加藤　路瑛 日本実業出版社 493.9 ｶｶ

巻き爪は切るな！ 寺建　文博 河出書房新社 494.8 ﾃﾏ

４０代からシニアまで睡眠の悩み 三島　和夫 ＮＨＫ出版 498.3 ﾖ

技術 図解リノベーション大百科 エクスナレッジ 527 ｽﾞ

トコトンやさしい吸着の本 斎藤　恭一 日刊工業新聞社 571.5 ｻﾄ

無印良品大百科 普游舎 590 ﾑ

ごみを出さない気持ちのいい暮らし 高砂　雅美 家の光協会 590.4 ｺﾞ

ベニシアと正　２ ベニシア・スタンリー・スミス 風土社 590.4 ｽﾍﾞ 2

楽しくできる！ＤＩＹで作る家具・小物 山田　芳照 ナツメ社 592.7 ﾔﾀ

手作りしたいキッズのへんしん服 ブティック社 593.3 ﾃ

ゆったりおしゃれな大人服 ブティック社 593.3 ﾕ

Ｆｒｏｇ　ａｎｄ　ＴｏａｄクロスステッチＢＯＯＫ 宗　のりこ 誠文堂新光社 594.2 ｿﾌ

ＹｏｕＴｕｂｅｒうさんこチャンネルのまぁいいっか！ハンドメイド ブティック社 594.7 ﾕ

すみっコぐらしフェルトマスコット 佐々木　公子 ブティック社 594.9 ｻｽ

１カ月分の献立カレンダーＢＯＯＫ　８月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ｲ

エハラ家の楽しすぎるホットプレートごはん エハラ　マサヒロ 家の光協会 596 ｴｴ

バズレシピ　史上最強の痩せめし編 リュウジ 扶桑社 596 ﾘﾊﾞ



技術 おうちで作れる実験スイーツレシピ ｓａｃｈｉ＿ｈｏｍｅｍａｄｅ 翔泳社 596.6 ｻｵ

産業 豊かな暮らしと“小さな農業” 望月　健 論創社 611.7 ﾓﾕ

芸術 山口マオ作品集 山口　マオ 玄光社 726.5 ﾔﾔ

かこさとし かこ　さとし 平凡社 726.6 ｶｺ

とびだせ！長谷川義史 長谷川　義史 求龍堂 726.6 ﾊｾ

紙バンドで楽しくミニチュアの世界 村田　美穂 ブティック社 754.9 ﾑｶ

ウルトラＱからシン・ウルトラマンまで 講談社 講談社 778.8 ｳ

言語 ことばと算数 広瀬　友紀 岩波書店 801.0 ﾋｺ

一流の言いかえ 諏内　えみ 光文社 809.2 ｽｲ

文学 松本清張推理評論集 松本　清張 中央公論新社 901.3 ﾏﾏ

ワンダーランドに卒業はない 中島　京子 世界思想社 909.3 ﾅﾜ

瀬戸内寂聴 河出書房新社 910.2 ｾﾄ

瓢箪から人生 夏井　いつき 小学館 911.3 ﾅﾋ

工藤直子詩集 工藤　直子 角川春樹事務所 911.5 ｸｸ

太平記 安田　登 ＮＨＫ出版 913

まるまる徹夜で読み通す 井上　ひさし 岩波書店 914 ｲﾉ

戦争と人間と魂 小池　政行 かもがわ出版 914 ｺｲ

身辺整理わたしのやり方 曽野　綾子 興陽館 914 ｿﾉ

居場所がないのがつらいです 高橋　源一郎 毎日新聞出版 914 ﾀｲ

言葉の還る場所で 谷川　俊太郎 春陽堂書店 914 ﾀｺ

自由対談 中村　文則 河出書房新社 914 ﾅｶ

あした何着よう 林　真理子 マガジンハウス 914 ﾊﾔ

スマホになじんでおりません 群　ようこ 文藝春秋 914 ﾑｽ

本を読んだら散歩に行こう 村井　理子 集英社 914 ﾑﾎ

飛び立つ季節 沢木　耕太郎 新潮社 915.6 ｻﾜ

夢はつながるできることは必ずある！ 谷川　彰英 東京書籍 916 ﾀﾆ

三体Ｘ 宝樹 早川書房 923 ﾊﾞｵ

ある日、僕が死にました イ　ギョンヘ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 929 ｲ

プリズム ソン　ウォンピョン 祥伝社 929 ｿﾝ

亜鉛の少年たち スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ 岩波書店 986 ｱﾚ

郷土 蝶夢の丹後紀行 久後生歩 久後生歩 A 911.3 ｸﾁ

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 緑の歌　上・下 高　妍 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｺﾐｯｸ ｶﾞﾐ 1・2

石の花　１～５ 坂口　尚 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｺﾐｯｸ ｻｲ 1～5

リ・アルティジャーニ ヤマザキ　マリ 新潮社 ｺﾐｯｸ ﾔﾘ

児童書（知識） 英雄最強王図鑑 健部　伸明 学研プラス 164

チコちゃんと学ぶチコっとブッダの言葉 名取　芳彦 河出書房新社 183

「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田　和 ポプラ社 210



児童書（知識） 中村哲物語 松島　恵利子 汐文社 289 ﾅｶ

こどもナルホド政治学 鈴木　文矢 えほんの杜 310

６歳から親子で学ぶこども法律図鑑 遠藤　研一郎 メディアソフト 320

これでかせげる！？激レアおしごとファイル カルロス矢吹 ポプラ社 366

どっちが強い！？Ｘ　１２ エアーチーム ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404 12

親子で楽しむ！おもしろ科学実験１２か月 川村　康文 メイツユニバーサルコンテンツ 407

国立天文台教授がおどろいたヤバい科学者図鑑 本間　希樹 扶桑社 440

宇宙のとびら　２０２２Ｓｕｍｍｅｒ 公益財団法人　日本宇宙少年団（ＹＡＣ） 学研プラス 440

ぐんぐん考える力を育むよみきかせきょうりゅうのお話２０ 山下　美樹 西東社 457

ほんとうは“よわい恐竜”じてん 土屋　健 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 457

せつない！いきものの死に方図鑑 今泉　忠明 宝島社 480

いちばん強いヤツはだれだ！？危険生物ｖｓ恐竜・古生物〈水中王〉超バトル図鑑 新宅　広二 永岡書店 481.7

図解大事典深海生物 東海大学海洋学部 新星出版社 481.7

すごい毒の生きもの図鑑 船山　信次 中央公論新社 481.9

どっちが強い！？ミズダコｖｓノコギリエイ スライウム ＫＡＤＯＫＡＷＡ 484.7

危険・有毒虫図鑑 平坂　寛 カンゼン 486

鳥は恐竜だった 鈴木　まもる アリス館 488.1

どっちが強い！？カラスｖｓコウモリ スライウム ＫＡＤＯＫＡＷＡ 488.9

草はらをのぞいてみればカヤネズミ ゆうき　えつこ 小学館 489.4

はじめてのこどもキッチン 鈴木　薫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596

食糧危機のサバイバル ゴムドリｃｏ． 朝日新聞出版 611

宇宙食になったサバ缶 小坂　康之 小学館 667

図画工作ｄｅたのしい作品づくり　こすりだし・すりだし 柴田　芳作 国土社 724 ｽﾞ

おしりダンディ　ザ・ヤング トロル 集英社 726.1 ｵ

図画工作ｄｅたのしい作品づくり　紙そめ 柴田　芳作 国土社 753.8 ｽﾞ

アニメコミックおしりたんてい　１２ ポプラ社 778.7 ｱ 12

がっこうのおばけずかんサバイバルゲームブック 斉藤　洋 講談社 798 ｶﾞ

コんガらガっちきみのあたまの中、ズバリあててやる！の本 ユーフラテス 小学館 798 ｺ

ぺんたと小春の腹がたつなぞなぞ ペンギン飛行機製作所 サンマーク出版 798 ﾍﾟ

小学生なら声に出したい音読３６６ 齋藤　孝 小学館 809

漢字が日本語になるまで 円満字　二郎 筑摩書房 811

児童書（読物） 怪盗レッド　２１ 秋木　真 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ 21

人狼サバイバル　〔１１〕 甘雪　こおり 講談社 F ｱﾏ 11

世界一クラブ　〔１５〕 大空　なつき ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ 15

ラストサバイバル　〔１６〕 大久保　開 集英社 F ｵｵ 16

母の国、父の国 小手鞠　るい さ・え・ら書房 F ｺﾃﾞ

がっこうのおばけずかん 斉藤　洋 講談社 F ｻｲ

光のカケラ 竹下　文子 偕成社 F ﾀｹ



児童書（読物） 空と大地に出会う夏 濱野　京子 くもん出版 F ﾊﾏ

かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる！ 原　ゆたか ポプラ社 F ﾊﾗ

太陽と月 はらだ　みずき 小学館 F ﾊﾗ

四つ子ぐらし　１２ ひの　ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋﾉ 12

はんぴらり！　６ 廣嶋　玲子 童心社 F ﾋﾛ 6

ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋　玲子 講談社 F ﾋﾛ

ドリトル先生ガラパゴスを救う 福岡　伸一 朝日新聞出版 F ﾌｸ

日向丘中学校カウンセラー室　１・２ まはら　三桃 アリス館 F ﾏﾊ，F ﾏﾊ2

キャベたまたんていおとぎ世界でじけんはっせい！？ 三田村　信行 金の星社 F ﾐﾀ

意味がわかるとゾッとする怖い図書館 緑川　聖司 新星出版社 F ﾐﾄﾞ

妖怪コンビニ 令丈　ヒロ子 あすなろ書房 F ﾚｲ

５分後に最凶のラスト エブリスタ 河出書房新社 F

５分後にときめくラスト エブリスタ 河出書房新社 F

ラストで君は「まさか！」と言う　時空を超えて ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所 F

トラからぬすんだ物語 テェ・ケラー 評論社 933 ｹﾗ

ミオととなりのマーメイド　１１ ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933 ｼﾞﾖ 11

いもうとなんかいらない ロイス・ダンカン 岩波書店 933 ﾀﾞﾝ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴドラゴンと魔女 ニッキー・ドレイデン 竹書房 933 ﾄﾞﾚ

住所、不定 スーザン・ニールセン 岩波書店 933 ﾆﾙ

マシュマロおばけ プリシラ・フリードリック 瑞雲舎 933 ﾌﾘ

ねこのオーランドー裁判官になる キャスリーン・ヘイル 好学社 933 ﾍｲ

ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス ミヒャエル・エンデ 小学館 943 ｴﾝ

列車探偵ハル　２ Ｍ．Ｇ．レナード 早川書房 ｽｲﾘ 2

絵本 給食室のいちにち 大塚　菜生 少年写真新聞社 E 374

だれのほね？　２ たけうち　ちひろ 出版ワークス E 481 2

こうもり アヤ井　アキコ 偕成社 E 489

絵本はたらく細胞　４ 清水　茜 講談社 E 491

ビーバーくんとポプラのき むらかみ　ひとみ イマジネイション・プラス E 653

エリック・カールのえいごがいっぱい　どうぶつあつまれ！ エリック・カール 偕成社 E 834

まよなかのおしっこ さいとう　しのぶ ＫＡＤＯＫＡＷＡ E サイ

ブルタちゃんのコロッケ　グー！ ケロポンズ 世界文化ワンダークリエイト E ナガ

へびながすぎる ふくなが　じゅんぺい こぐま社 E フク

ポケモンをさがせ！ファイアレッドリーフグリーン 相原　和典 小学館 E ｱｲ

ポケモンをさがせ！ルビーサファイア 相原　和典 小学館 E ｱｲ

へんてこはやくちことば 新井　洋行 小峰書店 E ｱﾗ

はだしであるく 村中　李衣 あすなろ書房 E ｲｼ

はたけの絵本 いわむら　かずお 創元社 E ｲﾜ

森のなかの小さなおうち エリザ・ウィーラー 工学図書 E ｳｲ



絵本 かきごおり 石津　ちひろ 講談社 E ｳｴ

ねずみくんはカメラマン なかえ　よしを ポプラ社 E ｳｴ

ムシてつ 牛窪　良太 白泉社 E ｳｼ

さかさしりとり 林　木林 文研出版 E ｵｵ

でんしゃがとおりまーす！ オームラ　トモコ 世界文化ワンダークリエイト E ｵﾑ

ロケットペンギン 中川　ひろたか 世界文化ワンダークリエイト E ｷﾀ

ぴーったり！ソファのまき フィフィ・クオ ほるぷ出版 E ｸｵ

うちのおかあちゃん 小手鞠　るい 偕成社 E ｺｼ

めをさませ 五味　太郎 絵本館 E ｺﾞﾐ

まよなかのおしっこ さいとう　しのぶ ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｻｲ

こっそりなっとう　おべんとうの巻 さの　こうや 文芸社 E ｻﾉ

もったいないばあさんもりへいく 真珠　まりこ 講談社 E ｼﾝ

わにくんのだめだめぼうし すみくら　ともこ みらいパブリッシング E ｽﾐ

ペンギンたんけんたい 斉藤　洋 講談社 E ﾀｶ

バーバパパとゆかいなかぞく アリス・テイラー 講談社 E ﾃｲ

おおきくなったら、なんになる？ 刀根　里衣 ＮＨＫ出版 E ﾄﾈ

すけすけのりもの なかしま　じゅんこ 偕成社 E ﾅｶ

ブルタちゃんのコロッケ　グー！ ケロポンズ 世界文化ワンダークリエイト E ﾅｶﾞ

トイレトイレ 西村　敏雄 小学館 E ﾆｼ

アイスゆうえんち のし　さやか ニコモ E ﾉｼ

野ばらの村の山のぼうけん ジル・バークレム 出版ワークス E ﾊﾞｸ

ピカッゴロゴロニャー！ 広瀬　克也 教育画劇 E ﾋﾛ

へびながすぎる ふくなが　じゅんぺい こぐま社 E ﾌｸ

くまのトーマスはおんなのこ ジェシカ・ウォルトン ポット出版プラス E ﾏｸ

ソフィーのくだものばたけ ゲルダ・ミューラー ＢＬ出版 E ﾐﾕ

あっぷっぷ 中川　ひろたか ひかりのくに E ﾑﾗ

じゃーんけん 山岡　ひかる アリス館 E ﾔﾏ

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

みつけてみよう！コアラのマーチさがしえブック 東京書店 E

紙芝居 アラジンとまほうのランプ 津田　真一 童心社 K

かばのタロ わしお　としこ 童心社 K

きたかぜとたいよう イソップ 童心社 K

きんのおのぎんのおの イソップ 童心社 K

きんのがちょう グリム 童心社 K

くるみわり人形 ホフマン 童心社 K

３びきのくま はせがわ　さとみ 童心社 K


