
分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 三世代探偵団　〔４〕 赤川　次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｶ 4

居酒屋ぼったくり　おかわり！１・２ 秋川　滝美 アルファポリス F ｱｷ

乱鴉の空 あさの　あつこ 光文社 F ｱｻ

夜の道標 芦沢　央 中央公論新社 F ｱｼ

此の世の果ての殺人 荒木　あかね 講談社 F ｱﾗ

月の三相 石沢　麻依 講談社 F ｲｼ

祝祭の子 逸木　裕 双葉社 F ｲﾂ

レペゼン母 宇野　碧 講談社 F ｳﾉ

営繕かるかや怪異譚　その３ 小野　不由美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾉ 3

レジデンス 小野寺　史宜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾉ

本好きの下剋上　第５部〔９〕 香月　美夜 ＴＯブックス F ｶｽﾞ 5-9

デクリネゾン 金原　ひとみ ホーム社 F ｶﾈ

リセット　１３・１４ 如月　ゆすら アルファポリス F ｷｻ 13.14

レーテーの大河 斉藤　詠一 講談社 F ｻｲ

裂けた明日 佐々木　譲 新潮社 F ｻｻ

ロスト・スピーシーズ 下村　敦史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾓ

素晴らしき国 小路　幸也 角川春樹事務所 F ｼﾖ

競争の番人　〔２〕 新川　帆立 講談社 F ｼﾝ 2

音楽が鳴りやんだら 高橋　弘希 文藝春秋 F ﾀｶ

祈りのカルテ　〔２〕 知念　実希人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾁﾈ 2

嘘つきジェンガ 辻村　深月 文藝春秋 F ﾂｼﾞ

越境刑事 中山　七里 ＰＨＰ研究所 F ﾅｶ

汝、星のごとく 凪良　ゆう 講談社 F ﾅｷﾞ

レッドゾーン 夏川　草介 小学館 F ﾅﾂ

家裁調査官・庵原かのん 乃南　アサ 新潮社 F ﾉﾅ

新！店長がバカすぎて 早見　和真 角川春樹事務所 F ﾊﾔ

残照 本城　雅人 文藝春秋 F ﾎﾝ

あの子とＱ 万城目　学 新潮社 F ﾏｷ

晴明変生 森谷　明子 角川春樹事務所 F ﾓﾘ



日本の小説 あくてえ 山下　紘加 河出書房新社 F ﾔﾏ

クリ粥 山本　一力 祥伝社 F ﾔﾏ

命のねだん 吉永　千惠子 文芸社 F ﾖｼ

余命一年、男をかう 吉川　トリコ 講談社 F ﾖｼ

外国の小説 われら闇より天を見る クリス・ウィタカー 早川書房 933 ｳｲ

光を灯す男たち エマ・ストーネクス 新潮社 933 ｽﾄ

忘れたとは言わせない トーヴェ・アルステルダール ＫＡＤＯＫＡＷＡ 949 ｱﾙ

子供が王様 デルフィーヌ・ド・ヴィガン 東京創元社 953 ﾋﾞｶﾞ

文庫 書店ガール　５ 碧野　圭 ＰＨＰ研究所 B F ｱｵ 5

テロリストにも愛を 榎本　憲男 角川春樹事務所 B F ｴﾉ

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　３・４ 小田　ヒロ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵﾀﾞ 3.4

菜の花の沖　１・２ 司馬　遼太郎 文芸春秋 B F ｼﾊﾞ 1.2

あきない世傳金と銀　１３ 高田　郁 角川春樹事務所 B F ﾀｶ 13

鯖猫長屋ふしぎ草紙　８～１０ 田牧　大和 ＰＨＰ研究所 B F ﾀﾏ 8～10

悪の包囲 堂場　瞬一 文藝春秋 B F ﾄﾞｳ

家康がゆく 宮本　昌孝 ＰＨＰ研究所 B F

総記 小学生１００人のわくわく４日間 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 019 ｼ

現代用語の基礎知識 自由国民社 031 ｹﾞ

哲学 ９０分でわかるニーチェ ポール・ストラザーン 青山出版社 134.9 ｽｷ

なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学 和田　秀樹 クロスメディア・パブリッシング 159 ﾜﾅ

歴史 アイラブユーゴ　２ 百瀬　亮司 社会評論社 239.3

日本の逸話 高瀬　こうちょう 文芸社 281.0 ﾀﾆ

鴛鴦の思い羽　上巻・下巻 渡辺　通弘 悠光堂 289.1 ﾜｵ 1.2

北アルプス大百科 岩橋　崇至 ＴＢＳブリタニカ 291.5 ｲｷ

社会科学 外為白書　第１２号（２０２１） 外為どっとコム総合研究所 338.9 ｶﾞ

私たちの税金（墨字版）　令和４年度版 国税庁広報広聴室 国税庁広報広聴室 345 ﾜ

私たちの税金（点字図書）　令和４年度版 国税庁広報広聴室 345 ﾜ

日本の「労働」はなぜ違法がまかり通るのか？ 今野　晴貴 星海社 366.1 ｺﾆ

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口　恵子 大和書房 367.7 ﾋｷ

７０歳の正解 和田　秀樹 幻冬舎 367.7 ﾜﾅ

山口組分裂の真相 尾島　正洋 文藝春秋 368.5 ｵﾔ

子どもがやる気になる！「親のひとこと」言い換え辞典 堀田　秀吾／監修 三笠書房 379.9 ｺ

猿蟹合戦の源流、桃太郎の真実 斧原　孝守 三弥井書店 388.1 ｵｻ

防衛ハンドブック　２０２２ 朝雲新聞社編集局／編著 朝雲新聞社 392.1 ﾎﾞ

自然科学 かこさとし科学絵本の世界 藤嶋　昭 学研プラス 407 ﾌｶ



自然科学 極限大地 ウィリアム・グラスリー 築地書館 450.9 ｸﾞｷ

海洋へのいざない 日本船舶海洋工学会 452 ｶ

「認知症の人」への接し方のきほん 矢吹　知之 翔泳社 493.7 ﾔﾆ

医師が教えるゆる漢方 板倉　弘重／監修 エクスナレッジ 498.5 ｲ

“体脂肪”を狙って落とす！３食糖質ＯＮダイエット 坂野　晃太 学研プラス 498.5 ｻﾀ

「空腹」こそ最強のクスリ 青木　厚 アスコム 498.5

技術 日本人が夢見た満洲という幻影 船尾　修／写真・文 新日本出版社 523.2 ﾌﾆ

トコトンやさしい自動運転の本 クライソン　トロンナムチャイ 日刊工業新聞社 537 ｸﾄ

船の仕事海の仕事 伊藤　玄二郎／編 全日本海員組合 557.0 ﾌ

原爆の父オッペンハイマーはなぜ死んだか 西岡　昌紀 飛鳥新社 559.7 ﾆｹﾞ

自分を毎日ごきげんにする６０代からの心地よい小さな暮らし 扶桑社 590 ｼﾞ

６０代からの小さくも豊かな暮らし方　その４ 晋遊舎 590 ﾛ 4

Véritécoeur　ＳＥＷＩＮＧ　ＢＯＯＫ 岩崎　ゆかり 日本ヴォーグ社 593.3 ｲﾍﾞ

いっしょにあそぼうフェルトでつくるおままごと １Ｆｌｏｗｅｒ＊綾子 日本ヴォーグ社 594 ﾜｲ

ファスナー完全攻略ガイドBOOK 根本　さやか ブティック社 594.7 ﾌ

フェルトで作る可憐な野の花 関根　明美 ブティック社 594.9 ｾﾌ

きせかえぬいぐるみうさぎのルナのワードローブ サラ・ピール グラフィック社 594.9 ﾋﾟｷ

とりむね THE BEST ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾄ

平日５日×４週分の献立カレンダー　９月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾍ

ムーミン谷のしあわせレシピ トーベ・ヤンソン／絵と引用文 講談社 596.2 ﾑ

ワタナベマキさんの昼ごはん30 ワタナベマキ,ゆーママ 扶桑社 596.4

日本ご当地アイス大全 アイスマン福留 辰巳出版 596.6 ｱﾆ

芸術 京都の文化財　第２２集 京都府教育庁指導部文化財保護課／編集 京都府教育委員会 709.1 ｷｷ

隙あらば猫 町田　尚子 青幻舎 726.5 ﾏｽ

ドクターバク ゴキンジョ サンマーク出版 726.6 ﾄﾞ

終止符のない人生 反田　恭平 幻冬舎 762.1 ｿﾘ

マヤコ一〇一歳 室井　摩耶子 小学館 762.1 ﾑﾛ

まるごとマンドリンの本 吉田　剛士 青弓社 763.5 ﾖﾏ

オペラのひみつ 岸　純信 メイツユニバーサルコンテンツ 766.1 ｷｵ

船村徹不朽の３０曲 塩澤　実信 展望社 767.8 ﾌﾅ

吉田正永遠の３０曲 塩澤　実信 展望社 767.8 ﾖｼ

ちむどんどん　Ｐａｒｔ２ 羽原　大介 ＮＨＫ出版 778.8 ﾁ 2

阿川佐和子のこの噺家に会いたい 阿川　佐和子 文藝春秋 779.1 ｱｱ

大局観 羽生　善治 角川書店 796 ﾊﾀ

J-popヒットソング デプロMP デプロMP M 763 ﾃﾞｼﾞ



芸術 ボカロ名曲ベスト３０ デプロMP デプロMP M 763 ﾃﾞﾎﾞ

大人のＪ－ＰＯＰ３７選 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｵ

Ｊ－ＰＯＰピアノコレクション　２０２２ シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｼﾞ

中学生・高校生のピアノ最新ヒットソングス　２０２２年春号 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾁ

定番ポップス４４選 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾃ

ピアノで弾く最新人気ソングセレクション　２０２２ シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾋﾟ

ピアノ弾き語りブック　２０２２ シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾋﾟ

Ａｍ１本で誰でも吹ける！ハーモニカ名曲アルバム 菊川　美智子／編 全音楽譜出版社 M 763.7 ｴ

Ｃ１本で誰でも吹ける！ハーモニカ名曲アルバム 菊川　美智子／編 全音楽譜出版社 M 763.7 ｼ

ピアノ伴奏で吹くアルト・サックス　ジャズ史に残る名盤トリビュート編 大山　日出男／監修 リットーミュージック M 763.7 ﾋﾟ

シティ・ポップ・アンソロジー 後藤　裕／編 全音楽譜出版社 M 767.8 ｼ

文学 夏井いつきの「今日から一句」 夏井　いつき 第三文明社 911.3 ﾅﾅ

ｆｏｒティーンズ 日本放送協会／編集 ＮＨＫ出版 913.4

そして誰もゆとらなくなった 朝井　リョウ 文藝春秋 914 ｱｻ

ベスト・エッセイ　２０２２ 日本文藝家協会／編 光村図書出版 914 22

０歳からのアレルギー戦記 カラスヤ　サトシ ぶんか社 916 ｶﾗ

郷土 京都府の史跡・遺跡ハンドブック　第４集 京都府教育委員会文化財保護課 京都府教育委員会 A 216.2 ｷ 4

丹波綾部の中筋地誌小論集 四方　晴向 四方　晴向 A 216.2 ｼﾀ

グンゼ125年史 大阪：グンゼ株式会社 A 335.4 ｸﾞ

京都のおばあちゃんたちに聞いた１００年後にも残したいふるさとレシピ１００ 大和書房編集部／編 大和書房 A 596.2 ｷ

家族農業が世界を変える　３ 関根　佳恵／監修・著 かもがわ出版 A 611.7 ｾｶ 3

漫画編集者が会社を辞めて田舎暮らしをしたら異世界だった件　２・４巻 クマガエ 講談社 A 611.9 ｸﾏ 2.4

Ｓｏｉｌ　ｍａｇ．　１ キャンプ A 611.9 ｿ

コミック 夜の訪問者 キューライス ポプラ社 ｺﾐｯｸ ｷﾖ

ちいさなベストフレンドウッドストック 〔チャールズ・シュルツ〕 ブルーシープ ｺﾐｯｸ ｼﾁ

児童書（知識） ＳＤＧｓのサバイバル 韓　賢東／絵 朝日新聞出版 333

なりたい！が見つかるお仕事図鑑 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 366

最強の城へタイムワープ フルカワ　マモる／マンガ 朝日新聞出版 521

家族農業が世界を変える　１・２ 関根　佳恵／監修・著 かもがわ出版 611 1.2

ＱｕｉｚＫｎｏｃｋクイズで学ぶ漢字の世界 ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 811

児童書（読物） 人狼サバイバル　〔９・１０・１２〕 甘雪　こおり 講談社 F ｱﾏ 9.10.12

ほねほねザウルス　２６ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F ｸﾞﾙ

名探偵ホームズ　１ コナン・ドイル 徳間書店 F ﾄﾞｲ 1

やまの動物病院 なかがわ　ちひろ・絵 徳間書店 F ﾅｶ

トラブル旅行社　〔２〕 廣嶋　玲子 金の星社 F ﾋﾛ 2



児童書（読物） まじょのナニーさん　〔９〕 藤　真知子 ポプラ社 F ﾌｼﾞ 9

天空の城ラピュタ 宮崎　駿 徳間書店 F ﾐﾔ

スパイ暗号クラブ　１ ペニー・ワーナー ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 1

名探偵ポアロ　ハロウィーン・パーティ アガサ・クリスティー 早川書房 ｽｲﾘ

絵本 アニメおさるのジョージちしきえほん　ほしをかぞえて マーガレット・レイ 金の星社 E 442

ジュラシック・ワールドきょうりゅうをさがせ！ 講談社 E 457

ごはんのずかん 大森　裕子 白泉社 E 616

ことばのこばこ 和田　誠 瑞雲舎 E 807

ポケモンをさがせ！ダイヤモンドパール 相原　和典／画 小学館 E ｱｲ

タコとだいこん 伊佐　久美 講談社 E ｲｻ

どっちがへん？ 岩井　俊雄 紀伊國屋書店 E ｲﾜ

ばけばけばけばけばけたくん　おまつりの巻 岩田　明子 大日本図書 E ｲﾜ

おいものもーさん 岡田　よしたか ブロンズ新社 E ｵｶ

新幹線しゅっぱつ！ 鎌田　歩 福音館書店 E ｶﾏ

ひっついた！！ きど　まや ひかりのくに E ｷﾄﾞ

トリケラタンクのタイムマシンめいろ 黒川　みつひろ絵 小峰書店 E ｸﾛ

おだんごダイブ 小池　壮太 白泉社 E ｺｲ

アニマルバスともぐらバス あさの　ますみ ポプラ社 E ｺﾃ

ねむいねむいねずみのあまやどり 佐々木　マキ ＰＨＰ研究所 E ｻｻ

わんぱくだんのバスごっこ ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイルド E ｽｴ

とんかつのぼうけん 塚本　やすし ポプラ社 E ﾂｶ

ぴょんたのたいそう ルース・ティルデン 大日本絵画 E ﾃｲ

川まつりの夜 岩城　範枝 フレーベル館 E ﾃﾞｸ

おじいさんと１０ぴきのおばけ にしかわ　おさむ　 大阪：ひかりのくに E ﾆｼ

ひめさま！じいがかぜをひいたでござる 丸山　誠司 光村教育図書 E ﾏﾙ

あなたにあいたい 宮野　聡子 教育画劇 E ﾐﾔ

いちばんしあわせなおくりもの 宮野　聡子 教育画劇 E ﾐﾔ

アンパンマンとらんぼうや やなせ　たかし フレーベル館 E ﾔﾅ

ぶどうおいしくなーれ 矢野　アケミ 大日本図書 E ﾔﾉ

ずかん・じどうしゃ 山本　忠敬 福音館書店 E ﾔﾏ

おじゃましまーす りとう　ようい 金の星社 E ﾘﾄ

こぐまちゃんのうんてんしゅ わかやま　けん こぐま社 E ﾜｶ

冒険！発見！大迷路宇宙大冒険 原　裕朗 ポプラ社 E


