
分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 月の立つ林で 青山　美智子 ポプラ社 F ｱｵ

おもみいたします あさの　あつこ 徳間書店 F ｱｻ

ジャクソンひとり 安堂　ホセ 河出書房新社 F ｱﾝ

まず牛を球とします。 柞刈　湯葉 河出書房新社 F ｲｽ

最後の鑑定人 岩井　圭也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾜ

変な絵 雨穴 双葉社 F ｳｹ

犬小屋アットホーム！ 大山　淳子 Ｕ－ＮＥＸＴ F ｵｵ

黒石 大沢　在昌 光文社 F ｵｵ

タクジョ！ 小野寺　史宜 実業之日本社 F ｵﾉ

グッドナイト 折原　一 光文社 F ｵﾘ

息をつめて 桂　望実 光文社 F ｶﾂ

秋雨物語 貴志　祐介 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｷｼ

水 北村　薫 新潮社 F ｷﾀ

連鎖 黒川　博行 中央公論新社 F ｸﾛ

秋麗 今野　敏 角川春樹事務所 F ｺﾝ

ブレイクスルー 柴田　哲孝 双葉社 F ｼﾊﾞ

分岐駅まほろし 清水　晴木 実業之日本社 F ｼﾐ

北条氏康　〔３〕 富樫　倫太郎 中央公論新社 F ﾄｶﾞ 3

ゴッホの犬と耳とひまわり 長野　まゆみ 講談社 F ﾅｶﾞ

出家 長尾　玲子 百年舎 F ﾅｶﾞ

タスキメシ－五輪－ 額賀　澪 小学館 F ﾇｶ

ビューティフルからビューティフルへ 日比野　コレコ 河出書房新社 F ﾋﾋﾞ

青木きららのちょっとした冒険 藤野　可織 講談社 F ﾌｼﾞ

ギフテッド 藤野　恵美 光文社 F ﾌｼﾞ

最後のひと 松井　久子 中央公論新社 F ﾏﾂ

任務 松本　清張 中央公論新社 F ﾏﾂ

タングル 真山　仁 小学館 F ﾏﾔ

さっちゃんは、なぜ死んだのか？ 真梨　幸子 講談社 F ﾏﾘ

馬上の星 宮城谷　昌光 中央公論新社 F ﾐﾔ



日本の小説 耳の叔母 村田　喜代子 書肆侃侃房 F ﾑﾗ

教誨 柚月　裕子 小学館 F ﾕｽﾞ

神達に拾われた男　１２ Ｒｏｙ ホビージャパン F ﾛｲ 12

外国の小説 惑う星 リチャード・パワーズ 新潮社 933 ﾊﾟﾜ

時ありて イアン・マクドナルド 早川書房 933 ﾏｸ

グレイス・イヤー キム・リゲット 早川書房 933 ﾘｹﾞ

文　庫 セピア色の回想録 赤川　次郎 光文社 B F ｱｶ

相棒　ｓｅａｓｏｎ２０中 輿水　泰弘 朝日新聞出版 B F ｲｶ 20-2

謎解き京都のエフェメラル　〔１〕 泉坂　光輝 マイクロマガジン社 B F ｲｽﾞ 1

家康を愛した女たち 植松　三十里 集英社 B F ｳｴ

異変ありや 佐伯　泰英 文藝春秋 B F ｻｴ

風に訊け 佐伯　泰英 文藝春秋 B F ｻｴ

名乗らじ 佐伯　泰英 文藝春秋 B F ｻｴ

伝言猫がカフェにいます 標野　凪 ＰＨＰ研究所 B F ｼﾒ

朱華姫の御召人　上 白川　紺子 集英社 B F ｼﾗ 1

湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ　満月の巻 中島　久枝 ポプラ社 B F ﾅｶ

悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします　４～６ 浜　千鳥 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾏ 4～6

ラーゲリより愛を込めて 辺見　じゅん 文藝春秋 B F ﾏｴ

満月珈琲店の星詠み　〔２～４〕 望月　麻衣 文藝春秋 B F ﾓﾁ 2

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう　〔１～９〕 山本　巧次 宝島社 B F ﾔﾏ 1

Ｊミステリー　２０２２ＦＡＬＬ 光文社文庫編集部 光文社 B F 22-2

地曵いく子のお悩み相談室 地曳　いく子 集英社 B 159.6 ｼﾞｼﾞ

郷　土 新しい「田舎生活」のすすめ 蒲田　正樹 育鵬社 A 601.1 ｶｱ

総　記 読書道楽 鈴木　敏夫 筑摩書房 019.0 ｽﾄﾞ

まちよみ・またよみ 内田　早苗 岩崎書店 019.5 ｳﾏ

哲　学 「会社辞めたい」ループから抜け出そう！ 佐野　創太 サンマーク出版 159.4 ｻｶ

歴　史 流れが見えてくる戦国史図鑑 かみゆ歴史編集部 ナツメ社 210.4 ﾅ

今昔地図でたどる京都大路散歩 原島　広至 学芸出版社 291.6 ﾊｺ

社会科学 文藝春秋オピニオン２０２３年の論点１００ 文藝春秋 304 ﾌﾞ

日本が先進国から脱落する日 野口　悠紀雄 プレジデント社 332.1

日本に住んでる世界のひと 金井　真紀 大和書房 334.4 ｶﾆ

“財政が厳しい”ってどういうこと？ 今村　寛 ぎょうせい 349 ｲｻﾞ

万引きＧメンの憂鬱 日南休　実 ザメディアジョン 368.6 ﾋﾏ

自然科学 身のまわりのあんなことこんなことを地質学的に考えてみた 渡邉　克晃 ベレ出版 455 ﾜﾐ

魚は数をかぞえられるか？ ブライアン・バターワース 講談社 481.7 ﾊﾞｻ



自然科学 死の科学 ニュートン編集部 ニュートンプレス 491.3 ｼ

自分で押せるツボ 柳本　真弓 ナツメ社 492.7 ﾔｼﾞ

心不全がわかる本 佐藤　直樹 講談社 493.2 ｼ

「よくむせる」「せき込む」人のお助けＢＯＯＫ 大谷　義夫 主婦の友社 493.3 ｵﾖ

ひざ痛の原因は半月板のズレ 中村　昭治 幻冬舎メディアコンサルティング 494.7 ﾅﾋ

キラリさんの病気やケガのときはどうするの？ 読書工房 国土社 498 ｷ

８０歳でも脳が老化しない人がやっていること 西　剛志 アスコム 498.3 ﾆﾊ

７０代、８０代を楽しむためにこれだけは知っておこう！ 和田　秀樹 かや書房 498.3 ﾜﾅ

技　術 古家リノベーション 平山　友子 春陽堂書店 527 ﾋﾌ

小さな家のすごい工夫 エクスナレッジ 527.1 ﾁ

６０歳すぎたらやめて幸せになれる１００のこと 宝島社 590 ﾛ

手ぬいでちくちく着物リメイクでパンツスタイル 高橋　恵美子 ブティック社 593.3 ﾀﾃ

かぎ針編みのきほんとモチーフ かんの　なおみ ナツメ社 594.3 ｶｶ

村上祥子８０歳私がいつも食べている季節の保存食 村上　祥子 毎日が発見 596 ﾑﾑ

勝間式食事ハック 勝間　和代 宝島社 596.0 ｶｶ

トースターで作れる！おうちで簡単本格パン 松尾　美香 秀和システム 596.6 ﾏﾄ

片づけをプロジェクト管理してみたら汚部屋が生まれ変わった 藤原　華 宝島社 597.5 ﾌｶ

産　業 今日からはじめる農家の事業承継 伊東　悠太郎 家の光協会 611.7 ｲｷ

本当に正しい鳥獣害対策Ｑ＆Ａ 江口　祐輔 誠文堂新光社 615.8 ｴﾎ

農家が教えるイモのビックリ栽培 農文協／編 農山漁村文化協会 616.8 ﾉ

芸　術 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内　有緒 集英社インターナショナル 706.9 ｶﾒ

ならば、マンガで説明しよう！仏像 糸貫　律 Ｇａｋｋｅｎ 718 ﾅ

もっと知りたい司馬江漢と亜欧堂田善 金子　信久 東京美術 721.8 ｼﾊﾞ

西洋絵画を知る１００章 田中　正之 平凡社 723 ｾ

絵手紙は人生へのラブレター 安達　アツ子 日貿出版社 724 ｱｴ

ターシャ・テューダーの子育て セス・テューダー 河出書房新社 726.6 ﾁﾕ

草木の聲 志村　ふくみ 京都新聞出版センター 753 ｸ

女芸人の壁 西澤　千央 文藝春秋 779.1 ﾆｵ

「ずる賢さ」という技術 守田　英正 幻冬舎 783.4 ﾓｽﾞ

文　学 自分の頭で考えよ 石原　慎太郎 プレジデント社 910.2 ｲｼ

この父ありて 梯　久美子 文藝春秋 910.2 ｶｺ

あらすじで読む三浦綾子名著３６選 森下　辰衛 日本キリスト教団出版局 910.2 ﾐｳ

優しい地獄 イリナ・グリゴレ 亜紀書房 914 ｸﾞﾘ

まるい三角関係 清水　ミチコ 中央公論新社 914 ｼﾐ

成熟スイッチ 林　真理子 講談社 914 ﾊﾔ



文　学 Ｔｕｒｎ！Ｔｕｒｎ！Ｔｕｒｎ！ 東山　彰良 書肆侃侃房 914 ﾋｶﾞ

東京あたふた族 益田　ミリ ミシマ社 914 ﾏｽ

寿命が尽きるか、金が尽きるか、それが問題だ こかじ　さら ＷＡＶＥ出版 916 ｺｶ

４８歳で認知症になった母 美齊津　康弘 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 916 ﾐｻ

ペストの夜　上・下 オルハン・パムク 早川書房 929 ﾊﾟﾑ 1

児童書（読物） ルーカス魔法塾池袋校　３・４ 蒼月　海里 ポプラ社 F ｱｵ 3・4

歴史ゴーストバスターズ　２ あさば　みゆき ポプラ社 F ｱｻ 2

恋愛寮においでよ☆　〔２・３〕 麻井　深雪 ポプラ社 F ｱｻ 2・3

歴史ゴーストバスターズ　３・４ あさば　みゆき ポプラ社 F ｱｻ 3・4

人狼サバイバル　〔１３〕 甘雪　こおり 講談社 F ｱﾏ 13

サイキッカーですけど、なにか？　３ 石崎　洋司 ポプラ社 F ｲｼ 3

それで、いい！ 礒　みゆき ポプラ社 F ｲｿ

ようこそ！たんぽぽ書店へ　２・３ 市宮　早記 ポプラ社 F ｲﾁ 2・3

風待ちの四傑 今村　翔吾 角川春樹事務所 F ｲﾏ

立つ鳥の舞 今村　翔吾 角川春樹事務所 F ｲﾏ

きみの鐘が鳴る 尾崎　英子 ポプラ社 F ｵｻﾞ

手で見るぼくの世界は 樫崎　茜 くもん出版 F ｶｼ

おばけのアッチ　チとキがいない！ 角野　栄子 ポプラ社 F ｶﾄﾞ

やくやもしおの百人一首 久保田　香里 くもん出版 F ｸﾎﾞ

うさぎタウンのパン屋さん 小手鞠　るい 講談社 F ｺﾃﾞ

うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠　るい 講談社 F ｺﾃﾞ

ティゲルファル 斉藤　洋 あかね書房 F ｻｲ

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　ＲＥＤ 尾田　栄一郎　 集英社 F ｼﾀﾞ

オン・ステージ！　３ 高田　由紀子 ポプラ社 F ﾀｶ 3

幽霊お悩み相談室　３ 高木　敦史 ポプラ社 F ﾀｶ 3

ひこぼしをみあげて 瀧羽　麻子 偕成社 F ﾀｷ

コトダマ！　２ 田丸　雅智 ポプラ社 F ﾀﾏ 2

撮影中につきおしずかに！　２ にかいどう　青 ポプラ社 F ﾆｶ 2

四つ子ぐらし　１３ ひの　ひまり ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋﾉ 13

はんぴらり！　７ 廣嶋　玲子 童心社 F ﾋﾛ 7

絶体絶命ゲーム　１１・１２ 藤　ダリオ ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ 11・12

セカイのハテナ　２・３ 藤咲　あゆな ポプラ社 F ﾌｼﾞ 2・3

まじょ子どんな子ふしぎな子 藤　真知子 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

クリエイティ部！　＃３・＃４ みずの　まい ポプラ社 F ﾐｽﾞ 3・4

図書室の怪談　〔３・４〕 緑川　聖司 ポプラ社 F ﾐﾄﾞ 3・4



児童書（読物） まもってあげたい！　２・３ 宮下　恵茉 ポプラ社 F ﾐﾔ 2・3

時空レスキュー鉄火！　〔２〕 向井　湘吾 ポプラ社 F ﾑｶ 2

奉還町ラプソディ 村中　李衣 ＢＬ出版 F ﾑﾗ

ほしとそらのしたで 矢崎　節夫 フレーベル館 F ﾔｻﾞ

森のポストをあけてごらん 山中　真理子 ポプラ社 F ﾔﾏ

探偵部におまかせください！　２・３ 雪宮　鉄馬 ポプラ社 F ﾕｷ 2・3

動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン ポプラ社 933 ｷﾝ

だれもしらない小さな家 エリナー・クライマー 岩波書店 933 ｸﾗ

明日の国 パム・ムニョス・ライアン 静山社 933 ﾗｲ

ひみつの地下図書館　４ アビー・ロングスタッフ ほるぷ出版 933 ﾛﾝ 4

科学探偵ＶＳ．超・自然現象　前編 佐東　みどり 朝日新聞出版 ｽｲﾘ 1

児童書（知識） ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌみんなのためのデジタル入門 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 007

ドラえもん探究ワールド本の歴史と未来 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 020

正解のない問題集 池上　彰 Ｇａｋｋｅｎ 150

そうだったのか！国の名前由来ずかん 西村　まさゆき ほるぷ出版 202

ほんとうにあったふしぎな話　１～３ 桜井　信夫 あすなろ書房 204 1～3

徳川家康へタイムワープ ＴＡＫ．Ｂｒｏ’ｓ 朝日新聞出版 289 ﾄｸ

ちびまる子ちゃんの仕事の見つけかた さくら　ももこ 集英社 366

チコちゃんと学ぶチコっと孫子 湯浅　邦弘 河出書房新社 399

ものの見かたが変わる１０歳からのＱ＆Ａ ＮＨＫ「子ども科学電話相談」制作班 ＮＨＫ出版 404

実験対決　４３ 洪　鐘賢 朝日新聞出版 407 43

どっちが強い！？Ａ　１・２ エアーチーム ＫＡＤＯＫＡＷＡ 504 1・2

未来の食べもの大研究 石川　伸一 ＰＨＰ研究所 611

５回で折れるもっとたのしい！おりがみ　３ いしかわ　まりこ 汐文社 754.9 ｲｺﾞ 3

ウルトラマン大図鑑ハイパー ポプラ社 778.8 ｳ

超むずいまちがいさがし アカハナドラゴン 笠倉出版社 798.3 ﾁ

ぺんたと小春のめんどいまちがいさがしＢＩＧ ペンギン飛行機製作所 サンマーク出版 798.3 ﾍﾟ

かいけつゾロリのおやじギャグ＆なぞなぞ大じてん 原　ゆたか ポプラ社 807

日本の文学　入門編 今中　陽子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 910

今昔百鬼夜行　１～５ 山科　理絵 教育画劇 918 -1～5

コミック 日曜日のはじめちゃん クリハラ　タカシ 福音館書店 ｺﾐｯｸ　 ｸﾆ

絵　本 ねむらせやのネミイ 阿部　結 ＷＡＶＥ出版 E ｱﾍﾞ

せかいいちのモンスター 新井　洋行 ほるぷ出版 E ｱﾗ

パライパンマンマ イ　ジウン ポプラ社 E ｲ

でんしゃがきた！ 石橋　真樹子 福音館書店 E ｲｼ



絵　本 カッパーノ 森くま堂 ＢＬ出版 E ｲﾜ

ねずみくんだーれだ？ なかえ　よしを ポプラ社 E ｳｴ

鳥をつくる メグ・マッキンレー 化学同人 E ｵﾂ

ピージョのごちそう祭り 川端　誠 偕成社 E ｶﾜ

にゃっ！ クレール・ガラロン アジュマブックス E ｶﾞﾗ

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

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう！ くぼ　まちこ アリス館 E ｸﾎﾞ

すきなものがちがうけど リンダ・アシュマン ほるぷ出版 E ｺｲ

ぜったいにさわっちゃダメ？ ビル・コッター サンクチュアリ出版 E ｺﾂ

なぞなぞでおやしきたんけん 石津　ちひろ アリス館 E ｺﾐ

かえりみちとっとこ ひろまつ　ゆきこ 岩崎書店 E ｺﾔ

ラッキーカレー シゲタ　サヤカ 小学館 E ｼｹﾞ

かぼちゃスープのおふろ 柴田　ケイコ 小学館 E ｼﾊﾞ

おせちのみんなあつまって！ 真珠　まりこ ひさかたチャイルド E ｼﾝ

ぐいーん！こうしょさぎょうしゃ 竹下　文子 偕成社 E ｽｽﾞ

ハルルさんのひでんのカレー すずき　もも アリス館 E ｽｽﾞ

くろくんとふしぎなともだち なかや　みわ 童心社 E ﾅｶ

たっちだいすき 聞かせ屋。けいたろう アリス館 E ﾋﾛ

ネズミのミーナ マシュー・フォーサイス 化学同人 E ﾌｵ

くりさぶろう 福田　利之 ケンエレブックス E ﾌｸ

１００ぴきかぞく 古沢　たつお 大日本図書 E ﾌﾙ

ほんとうのことをいってもいいの？ パトリシア・Ｃ．マキサック ＢＬ出版 E ﾎﾟﾀ

のりもののーせてのせて 三浦　太郎 講談社 E ﾐｳ

交通安全大王 よしなが　こうたく 好学社 E ﾖｼ

きょうりゅうバスでがっこうへ リウ　スーユエン 世界文化ブックス E ﾘﾝ

あくたれラルフのクリスマスプレゼント ジャック・ガントス 出版ワークス E ﾙﾍﾞ

にらめっこだいこん わび　みよ ひかりのくに E ﾜﾋﾞ

冒険！発見！大迷路妖怪忍法帖 原　裕朗 ポプラ社 E

すいどう 百木　一朗 福音館書店 E 518

おいしいおと！なんのおと？ ふくざわ　ゆみこ ひかりのくに E 596

紙芝居 くまくんとふわふわくん 武田　美穂 童心社 K

ねこくんのゆきあそび はせがわ　さとみ 童心社 K

ゆうかいするのはどんなひと？ 宮田　美恵子 埼玉福祉会出版部 K



日東精工株式会社様から、書籍の販売に伴う印税をはじめ、

書籍関連協力で得られた収益をもとに、次代、次々代を担う

子どもたちの好奇心をはぐくみ、本を読む楽しさ、

喜びを広げていく一助とするため、

ポプラ社の児童書として８２冊ご寄贈していただきました。

ありがとうございました！

大切に使わせて

いただきます♪


