
出版社 書名 著者 分類

南雲堂 デジタル・AI時代の暮らし力 淺間 正通編著 007.3

毎日新聞出版 SNS暴力　なぜ人は匿名の刃をふるうのか 毎日新聞取材班著 007.3

インプレス 親子で学ぶマンガでなるほど!プログラミング教育 石戸 奈々子監修 007.6

さくら舎 小学生と親が楽しむ初めてのプログラミング 米村 貴裕著 007.6

ソシム 世界一カンタンで実戦的な文系のための人工知能の教科書 福馬 智生著 007.6

ナツメ社 1日10分でぐんぐんわかる!Excel自動化の入門教室 土屋 和人著 007.6

冨士通FOM よくわかる仕事に使えるMicrosoft Excel関数ブック 富士通ＦＯＭ株式会社著 007.6

大和書房 脳の老化を防ぐ速音読ノート 川島 隆太著 019.1

アスコム 死ぬほど読めて忘れない高速読書 上岡 正明著 019.2

ぺりかん社 小中高生におすすめの本220  なるにはBOOKS　別巻 019.5

プレジデント社 人生の教養を高める読書法 武田 鉄矢著 019.9

ラグーナ出版 旅をする本　開こう、心おどる読書の扉 丸山 晃著 019.9

講談社 彗星図書館 皆川 博子著 019.9

小学館 物語の海を泳いで 角田 光代著 019.9

青春出版社 何のために本を読むのか 齋藤 孝著 019.9

本の雑誌社 ユーカリの木の蔭で 北村 薫著 019.9

筑摩書房 いま、子どもの本が売れる理由 飯田 一史著 023.1

彩図社 数字の嘘を見抜く本　カモにされないための 田口 勇著 049

青春出版社 日本人の9割が信じてる大間違いな常識 ホームライフ取材班編 049

ぺりかん社 ミュージアムを知ろう　なるにはBOOKS　別巻 横山 佐紀著 069

SBクリエイティブ 新聞の大罪 ヘンリー・S.ストークス著 070.2
富山房インターナショナル 谷川健一コレクション4　日本の神と文化 谷川 健一著 081.6

出版社 書名 著者 分類

ぱる出版 不安を力に変えるゆるっと哲学 ただっち著 104

NHK出版 極上の死生観　60歳からの生きるヒント 齋藤 孝著 114.2

宝島社 死の教科書　心が晴れる48のヒント 五木 寛之著 114.2

イースト・プレス よくわかる思考実験 高坂 庵行著 116

ワニブックス 君は君の道をゆけ 齋藤 孝著 134.9

三笠書房 見えすぎて面白い人間心理のウラがわかる本 　 (文庫) 清田 予紀著 140.4

講談社 問題発見力を鍛える　 細谷 功著 141.5

PHP研究所 小さなことで感情をゆさぶられるあなたへ 大嶋 信頼著 141.6

講談社 笑いの哲学 木村 覚著 141.6

KADOKAWA 10代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上 祐紀著 146.8

KADOKAWA しんどい心にさようなら きい著 146.8

SBクリエイティブ 生き辛いOLですが自己肯定感を高めたら生きるのがラクになりました。 あかり*生き辛いOL著 146.8

SBクリエイティブ 他人の期待に答えない 清水 研著 146.8

あさ出版 「つい自分を後回しにしてしまう」が変わる本 積田 美也子著 146.8

あさ出版 いつまでも消えない怒りがなくなる許す練習 杉山 崇著 146.8

あさ出版 イヤな人間関係から抜け出す本 高品 孝之著 146.8

きずな出版 うつな気持ちが軽くなる本　 大野 裕著 146.8

すばる舎 あなたの才能があなたを苦しめる 大嶋 信頼著 146.8

ダイヤモンド社 「繊細さん」の幸せのリスト 武田 友紀著 146.8

マガジンハウス 「繊細さん」の知恵袋 武田 友紀著 146.8

2020年度　杉本記念文化センター　所蔵新刊リスト
◆０類　総記（情報科学、読書法、論文集、全集など）

◆１類哲学（心理学、倫理学、宗教など）



SBクリエイティブ 私だけの開運色彩帳 日下 由紀恵著 147

サンマーク出版 ドSの宇宙さんの1分スパルタ開運帖 小池 浩著 147

ヒカルランド ウイルスの愛と人類の進化 松久 正著 147

ヒカルランド スピリチュアルを解くサイエンス　4 　幽体離脱で見た宇宙 五島 秀一著 147

フォレスト出版 問題は解決するな Kan.著 147

学研プラス 魂を磨くと幸せになれる 木村 藤子著 147

青林堂 5次元への覚醒と統合 アッシュトレイシー著 147

大和書房 人生を自由自在に楽しむ本　　　　　　　 (文庫) キャメレオン竹田著 147

内外出版社 「人類の目覚め」へのガイドブック 天外 伺朗著 147

日本教文社 ペットたちは死後も生きている ハロルド・シャープ著 147

宝島社 すごい言霊の法則 すごい言霊研究会著 147

河出書房新社 島田秀平のみるみる幸せ手相占い　 (文庫) 島田 秀平著 148.1

PHP研究所 感情を整える片づけ　　(文庫) 種市 勝覺著 148.5

フォレスト出版 「めんどくさい」がなくなる本 鶴田 豊和著 159

フォレスト出版 マンガで「めんどくさい」がなくなる本 鶴田 豊和著 159

三笠書房 マイナスの感情を手放すと、プラスの未来がやって来る (文庫) 山富 浩司著 159

三笠書房 人生100年時代　不安ゼロで生きる技術 (文庫) 倉園 佳三著 159

実務教育出版 こころがすーっと軽くなるバカという生き方 和田 秀樹著 159

秀和システム じゃない、幸せ。 はあちゅう著 159

祥伝社 「めんどくさい」をやめました。 (文庫) やました ひでこ著 159

新講社 不安が軽くなる本 和田 秀樹著 159

宝島社 まんがでわかる7つの習慣 小山 鹿梨子まんが 159

サンマーク出版 明日も出勤する娘へ ユ インギョン著 159.4

青春出版社 50代後悔しない働き方 大塚 寿著 159.4

あさ出版 「自分」を生きる～上手に生きるより潔く～ 坂東 眞理子著 159.6

ポプラ社 女と男はすれ違う！　共感重視の「女性脳」 黒川 伊保子 159.6

廣済堂出版 ニューヨーク流　ポジティブに生きる方法 エリカ著 159.6

バジリコ 六十代と七十代心と体の整え方 和田 秀樹著 159.7

筑摩書房 10年後、君に仕事はあるのか?　　　 (文庫) 藤原 和博著 159.7

日本経済新聞出版社 世界に通じる「実行力」の育てかた 小林 りん著 159.7

KADOKAWA 別れを癒す、365日のことば マーサ・ヒックマン著 159.8

さくら舎 精神科医がよくつかっている治癒することば 上月 英樹著 159.8

英和出版社 心に寄り添う365日の言葉 159.8

SBクリエイティブ 捨てられる宗教　葬式・墓・戒名を捨てた日 島田 裕巳著 160.4

法蔵館 神仏分離を問い直す 島薗 進ほか 162.1

日本文芸社 図解眠れなくなるほど面白いギリシャ神話 島崎 晋著 164.3

ぴあ 東京の御朱印めぐり開運さんぽ 175.9

国書刊行会 橿原神宮史続編 田浦 雅徳監修 175.9

ダイアプレス 全国御朱印しあわせ巡礼 菊池 洋明監修 186.9

東方出版 吉野と大峰　山岳修験の考古学 森下 惠介著 188.5

海竜社 あした元気になあれ　 川村 妙慶著 188.7

岩波書店 こころと身体の心理学　　　　　　　　　　（児童書） 山口 真美著 141.2

KADOKAWA 10代の「めんどい」が楽になる本　　　　（児童書） 159.7

出版社 書名 著者 分類

日本実業出版社 「宗教」で読み解く世界史 宇山 卓栄著 209

PHP研究所 「人物相関図」で読み解く日本史の真相 後藤 寿一監修 210

河出書房新社 捏造の日本史偽史をつくったのは誰か?なぜ信じられたのか?（文庫） 原田 実著 210

◆2類歴史（世界史、日本史、伝記、地理など）



青春出版社 繰り返す日本史 河合 敦著 210

総合法令出版 面白く読めてビジネスにも効く日本のしくじり史 大中 尚一著 210

日本経済新聞出版社 地形と日本人 金田 章裕著 210

宝島社 日本史の定説を疑う 本郷 和人著 210

PHP研究所 天皇の国史 竹田 恒泰著 210.1

講談社 日本の修史と史学　歴史書の歴史　（文庫） 坂本 太郎著 210.1

山川出版社 文学で読む日本の歴史　近代的世界篇 五味 文彦著 210.1

小学館 邪馬台国は別府温泉だった！～火山灰に封印 酒井 正士著 210.2

扶桑社 日本国史の源流　縄文精神とやまとごころ 田中 英道著 210.2

英和出版社 古事記と日本書紀　神話ゆかりの地 210.3

山と渓谷社 日本神話の迷宮　続幾千年の時空の彼方へ 藤井 勝彦文・写真 210.3

昭文社 地図でスッと頭に入る古事記と日本書紀 瀧音 能之監修 210.3

中央公論新社 日本書紀の謎を解く 森 博達著 210.3

扶桑社 マンガならわかる！『日本書紀』 210.3

勉誠出版 日本の建国 神武天皇の東征伝承・五つの謎 安本 美典著 210.3

本の泉社 「倭国」の都城・首都は太宰府 草野 善彦著 210.3

廣済堂出版 古代史再検証　大化の改新 関 裕二著 210.3

マイウェイ出版 お金の流れで知る戦国武将 210.4

岩波書店 応仁の乱 鈴木 良一著 210.4

祥伝社 女たちの本能寺 楠戸 義昭著 210.4

徳間書店 本当は誤解だらけの戦国合戦史　信長・秀吉 海上 知明著 210.4

彩図社 イラストでよくわかる江戸時代の本 ミニマル編著 210.5

水曜社 江戸人の教養生きた、見た、書いた。 塩村 耕著 210.5

東京大学出版会 シリーズ三都　大坂巻 塚田 孝編 210.5

東京大学出版会 シリーズ三都　京都巻 杉森 哲也編 210.5

東京大学出版会 シリーズ三都　江戸巻 吉田 伸之編 210.5

宝島社 カラー版　江戸の家計簿 磯田 道史監修 210.5

筑摩書房 昭和史講義戦後篇上 筒井 清忠編 210.7

筑摩書房 昭和史講義戦後篇下 筒井 清忠編 210.7

宝島社 昭和の黒い霧 別冊宝島編集部編 210.7

飛鳥新社 武漢ウイルスと習近平帝国2020 212.2

NHK出版 京都を壊した天皇、護った武士 桃崎 有一郎著 216.2

高志書院 九州の中世　3  戦国の城と館 大庭 康時編 219

PHP研究所 アジアをめぐる大国興亡史　1902 中西 輝政編著 220.7

幻冬舎 一族の背負った運命 佐藤 昭著 288.2

国書刊行会 神武天皇論 清水 潔監修 288.4

かもがわ出版 看護と福祉のはざまを紡ぐ 杉原 百合子編著 289.1

さくら舎 何のため、人は生きるか 289.1
サンクチュアリパブリッシング ワルあがき 北里 洋平著 289.1

海竜社 国賊か、英傑か　大老井伊直弼の生涯 田原 総一朗著 289.1

岩波書店 おべんとうの時間がきらいだった 阿部 直美著 289.1

集英社 オレの東大物語　1966～1972 加藤 典洋著 289.1

青春出版社 福沢諭吉と渋沢栄一 城島 明彦著 289.1

筑摩書房 明智光秀と本能寺の変 渡邊 大門著 289.1

展望社 雑誌王は不動産王　講談社野間清治の不動産 市原 徳郎著 289.1

文藝春秋 女帝小池百合子 石井 妙子著 289.1

梨の木舎 走る高齢者たち　オールドランナーズヒスト 福田 玲三著 289.1

日本工業新聞社 李登輝秘録 河崎 眞澄著 289.2

イカロス出版 世界一周NAVI 290.3



ワツク 石平の眼　日本の風景と美 291

学研 脳が活性化する大人の日本地図脳ドリル　おもしろ雑学編 川島 隆太監修 291

秋田文化出版 日本廃村百選　ムラはどうなったのか 浅原 昭生著 291

集英社 神に頼って走れ！　自転車爆走日本南下旅日記　（文庫） 高野 秀行著 291

幻冬舎 浪速のエジソンU.S.A.を行く 藤井 美和子著 295.3

筑摩書房 はじめての昭和史　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童書） 井上 寿一著 210.7

教育画劇 47都道府県日本ふるさと絶景ビュー図鑑1　　　（児童書）　 伊藤 賀一監修 291

教育画劇 47都道府県日本ふるさと絶景ビュー図鑑2　　　（児童書） 伊藤 賀一監修 291

教育画劇 47都道府県日本ふるさと絶景ビュー図鑑3　　　（児童書） 伊藤 賀一監修 291

小峰書店 事前学習に役立つみんなの修学旅行　広島・山口　　（児童書） 西別府 元日監修 291

出版社 書名 著者 分類

朝日新聞出版 ユニークな「日本文化」論 大森 和夫編著 302.1

文響社 すばらしき国、ニッポン～外国人が驚いた、 早坂 隆著 302.1

筑摩書房 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ著 302.3

NHK出版 人類の選択 佐藤 優著 304

PHP研究所 変質する世界　ウィズコロナの経済と社会 Voice編集部編 304

イースト・プレス 健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて 代 亨著 304

ニューズピックス 公　日本国・意思決定のマネジメントを問う 猪瀬 直樹著 304

ワック 危うい国・日本 百田 尚樹著 304

ワック 日本人よ強かになれ　 高山 正之著 304

ワニブックス 愛国心 金 美齢著 304

三笠書房 歴史の終わり　上 　歴史の「終点」に立つ最後の人間 フランシス・フクヤマ著 304

三笠書房 歴史の終わり　下　「歴史の終わり」後の「新しい歴史」の始まり フランシス・フクヤマ著 304

産経新聞出版 令和の「論語と算盤」 加地 伸行著 304

岩波書店 多数決を疑う―社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴著 311.7

新潮社 三島由紀夫事件50年目の証言　 西 法太郎著 311.8

青志社 田中角栄を総理にした男　軍師・川島正次郎 栗原 直樹著 312.1

文藝春秋 私は真実が知りたい　 赤木 雅子著 312.1

祥伝社 桂太郎　日本政治史上、最高の総理大臣 倉山 満著 312.2

学陽書房 コミュ障だった僕を激変させた公務員の「伝え方」の技術 牧野 浩樹著 318.3

実業之日本社 令和・アフターコロナの自治会・町内会運営 水津 陽子著 318.8

ディスカヴァー21 最新世界紛争地図 パスカル・ボニファス著 319

飛鳥新社 目に見えぬ侵略 クライブ・ハミルトン著 319.2

扶桑社 ソウルの中心で真実を叫ぶ 李 宇衍著 319.2

朝雲新聞社 コロナが生んだ米中「新冷戦」変質する国際 平和・安全保障研究所編 319.8

自由国民社 隣り近所の法律知識　2020 320

新潮社 あなたは「困った問題」の99%を解決でき 麻生 利勝著 320.4

弘文堂 統治のデザイン　日本の「憲法改正」を考え 駒村 圭吾編 323.1

朝日新聞出版 たのしい知識　ぼくらの天皇(憲法)・汝の隣人 高橋 源一郎著 323.1

リフレ出版 裁判所があぶない 司馬 遼平著 324.2

カンゼン 離婚後のトリセツ 大西 信幸著 324.6

ぱる出版 おひとり様の相続[4つの対策] 松田 真紀子著 324.7

リベラル社 一番わかりやすい遺言書 東 優監修 324.7

自由国民社 イラスト六法　わかりやすい相続　改訂8版 吉田 杉明著 324.7

自由国民社 思いをかなえる遺言の書き方と文例集　3版 國部 徹監修 324.7

自由国民社 全図解わかりやすい賃貸住宅の法律　5版 矢島 忠純共著 324.8

ディスカヴァー21 なぜ、それが無罪なのか！?性被害を軽視する日本の司法 伊藤 和子著 326.2

◆３類社会科学（政治、法律、経済、社会、教育、民俗学など）



総合法令出版 あえてあやしい「儲け話」をやってみた 藤原 久敏著 326.2

平凡社 塀の中の事情 清田 浩司著 326.5

日本経済新聞出版社 知らないと損する経済とおかねの超基本1年　（文庫） 大江 英樹著 330

インプレス コロナショック 山田 順著 332.1

マガジンハウス 名画で学ぶ経済の世界史　国境を越えた勇気 田中 靖浩著 332.3

朝日新聞出版 ジム・ロジャーズ　お金の新常識 ジム・ロジャーズ著 333.6

PHP研究所 未来を見る力　人ロ減少に負けない思考法 河合 雅司著 334.3

めこん 動きだした時計 小松 みゆき著 334.4

筑摩書房 渋沢栄一　　日本のインフラを創った民間経済 木村 昌人著 335.1

自由国民社 これからのテレワーク 片桐 あい著 336

小学館 新・仕事力「テレワーク時代」に差がつく 大前 研一著 336.4

宝島社 テレワーク入門BOOK 越川 慎司監修 336.4

宝島社 プレゼン資料作成見るだけノート 高橋 佑磨監修 336.4

インプレス Slack & Zoom & Trelloテレワーク基本+活用ワザ 大野 浩誠著 336.5

リベラル社 図解「できる人」は数字に強い!武器になる会社の数字 アイタックス監修 336.8

きんざい 決済サービスとキャッシュレス社会の本質 宮居 雅宣著 338

KADOKAWA 村上世彰、高校生に投資を教える。 村上 世彰著 338.1

かんき出版 世界のお金持ちが実践するお金の増やし方 高橋 ダン著 338.1

ダイヤモンド社 10万円から始める！割安成長株で2億円 弐億 貯男著 338.1

ダイヤモンド社 超お買い得になった株と不動産で1億円つく 東条 駿介著 338.1

ぱる出版 カンタンらくらく月20万円。難解チャートもシンプル株攻略 尾崎 式史著 338.1

ぱる出版 トイレ休憩で株してたら月収50万円になった件 林 僚著 338.1

ブイツーソリューション 忙しい人でも手間をかけずに株で儲ける一点 清水 健司著 338.1

朝日新聞出版 教養としての投資入門 ミアン・サミ著 338.1

ビジネス教育出版社 高齢者の資産と生活を守る！信用金庫の挑 城南信用金庫編集 338.5

きずな出版 おカネは、貯金に頼らずに守りなさい。 田口 智隆著 338.8

税務研究会 相続税・贈与税入門の入門　令和2年版 辻 敢共著 345.5

アスコム 人は、なぜ他人を許せないのか? 中野 信子著 361.4

すばる舎 人は話し方が9割 永松 茂久著 361.4

青春出版社 なぜ、身近な関係ほどこじれやすいのか? 森田 汐生著 361.4

青春出版社 頭のいい人の「説明」はたった10秒！ 樋口 裕一著 361.4

筑摩書房 流言蜚語　　（文庫） 清水 幾太郎著 361.4

日本実業出版社 ウソや隠し事を暴く全技術 森 透匡著 361.4

扶桑社 屁理屈に負けない！ 桑畑 幸博著 361.4

毎日新聞出版 歪んだ正義　「普通の人」がなぜ過激化する 大治 朋子著 361.4

朝日新聞出版 中流崩壊 橋本 健二著 361.8

文藝春秋 「社会調査」のウソ 谷岡 一郎著 361.9

KADOKAWA 家族遺棄社会　孤立、無縁、放置の果てに。 菅野 久美子著 363.5

三笠書房 最新版図解「届け出」だけでお金がもらえ 小泉 正典監修 364

中央法規出版 現場で役立つ!社会保障制度活用ガイド　2020年版 福島 敏之著 364

わかさ出版 あなたと家族の年金をビックリ増やします! 東海林 正昭監修 364.6

朝日新聞出版 キリギリスの年金　統計が示す私たちの現実 明石 順平著 364.6

同文館出版 「国民年金」150%トコトン活用術 日向 咲嗣著 364.6

三修社 失業等給付・職業訓練・生活保護・給付金のしくみと手続き 森島 大吾監修 364.7

東洋経済新報社 経済学で考える人口減少時代の住宅土地問題 山崎 福寿著 365.3

PHP研究所 男性の育休  家族・企業・経済はこう変わる 小室 淑恵著 366.3

日本評論社 女性の一生 大日向 雅美著 367.2

ナナロク社 おやときどきこども 鳥羽 和久著 367.3

主婦の友社 遊び・会話・家事で今こそ「家族のコミュニケーション力」アップ 司馬 理英子著 367.3



新講社 仲良きことはよき哉 斎藤 茂太著 367.3

文藝春秋 夫のLINEはなぜ不愉快なのか 山脇 由貴子著 367.3

大月書店 これからの男の子たちへ　 太田 啓子著 367.5

彩流社 ひきこもりのライフストーリー 保坂 渉著 367.6

KADOKAWA シニア六法 住田 裕子監修・著 367.7

PHP研究所 50代からの人間関係 水島 広子著 367.7

幻冬舎 老後は要領 孤立しないで自立する 和田 秀樹著 367.7

三笠書房 老後のお金との賢いつき合い方　　（文庫） 保坂 隆著 367.7

青土社 中年格差 橘木 俊詔著 367.7

飛鳥新社 老活のすすめ　はじめること続けること 坂東 眞理子著 367.7

KADOKAWA 学校では教えてくれない異性のヒミツ セカイノフシギ著 367.9

集英社 LGBTとハラスメント 神谷 悠一著 367.9

朝日新聞出版 親子で話そう！性教育 浅井 春夫監修 367.9

宝島社 ルポ　車上生活駐車場の片隅で NHKスペシャル取材班著 368.2

講談社 苦しい時は電話して 坂口 恭平著 368.3

TAC みんなが欲しかった!ケアマネの一問一答+穴埋めドリル！　2020年版 ｹｱﾏﾈ受験対策研究会編著 369.1

海鳥社 うつでアスペなおやじヘルパーになる 大平 実男著 369.2

光文社 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤 亜紗著 369.2

青海社 母に学ぶ　家族介護の心得と作法13力条 藤腹 明子著 369.2

大月書店 私たちはふつうに老いることができない 児玉 真美著 369.2

黎明書房 シニアの1,2分間運動不足解消体操50 斎藤 道雄著 369.2

ワニブックス 最新版　中高年のための「読む防災」 和田 隆昌著 369.3

第一法規 災害援護資金の貸付制度とその立法的解決 藤原 崇著 369.3

小学館 「過干渉」をやめたら子どもは伸びる 西郷 孝彦著 370.4

東洋経済新報社 AIに負けない子どもを育てる 新井 紀子著 370.4

SBクリエイティブ ひきこもれ　新装版　ひとりの時間をもつと 吉本 隆明著 371.4

河出書房新社 直感力を高める数学脳のつくりかた　　（文庫） B.オークリー著 371.4

論創社 学校が子どもを殺すとき 渋井 哲也著 371.4

講談社 愛に生きる―才能は生まれつきではない 鈴木 鎮一著 371.5

主婦の友社 才能はみだしっ子の育て方 酒井 由紀子著 371.5

NHK出版 教育格差の経済学　 橘木 俊詔著 372.1

きずな出版 やってはいけない勉強法 石井 貴士著 375

学芸みらい社 必須化！小学校のプログラミング学習 磯部 征尊著 375.1

古今書院 スマホとPCで見るはじめてのGIS 時枝 稜著 375.3

地歴社 考える歴史の授業(上)前近代の日本と世界 加藤 公明編 375.3

地歴社 考える歴史の授業(下)近現代の日本と世界 加藤 公明編 375.3

明治図書出版 5分でできる！小学校英語ミニ活動60選 前田 陽子著 375.8

ほおずき書籍 ふじたつとむの子育て・保育虎の巻　Q&A編 藤田 勉著 376.1
PHPエディターズグループ 日本一小さな私立学校の大きなこころを育む教え 相 大二郎著 376.4

朝日新聞出版 東大はなぜ秋入学を目指したか 濱田 純一著 377.2

飛鳥新社 東大なんか入らなきゃよかった　 池田 渓著 377.2

飛鳥新社 東大出てもバカはバカ　 豊田 有恒著 377.2

金子書房 10代のためのソーシャルシンキング・ライ パメラ・クルーク著 378

PHP研究所 「賢い子」に育てる究極のコツ　　　　　　　　　　　　（文庫） 瀧 靖之著 379.9

PHP研究所 母親が知らないとヤバイ「男の子」の育て方　　　　（文庫） 柳沢 幸雄著 379.9

あさ出版 楽々かあさんの伝わる！声かけ変換 大場 美鈴著 379.9

ダイヤモンド社 子育てベスト100　最先端の新常識子どもに一番大事なこと 加藤 紀子著 379.9

学研プラス 楽しい子育て　みんなの笑顔で"天才"が育 小林 正観著 379.9

主婦の友社 この子はこの子のままでいいと思える本 佐々木 正美著 379.9



新日本法規出版 実務家が陥りやすい交通事故事件の落とし穴 坂東総合法律事務所編集 381.3

春風社 アフリカの森の女たち ボニー・ヒューレット著 382.4

ミネルヴァ書房 酒場の京都学 加藤 政洋著 383.8

山と渓谷社 蓼食う人々 遠藤 ケイ著 383.8

新潮社 幻のアフリカ納豆を追え！ 高野 秀行著 383.8

新潮社 謎のアジア納豆　そして帰ってきた〈日本納豆〉　　（文庫） 高野 秀行著 383.8

リベラル社 一番わかりやすい身内が亡くなった後の手続き 山口 朝重監修 385.6

創元社 すぐに役立つ366日記念日　事典4版上 加瀬 清志著 386.9

創元社 すぐに役立つ366日記念日　事典4版下 加瀬 清志著 386.9

三弥井書店 伝承の語り手から現代の語り手へ 黄地 百合子著 388.1

フレーベル館 「もしものときに役に立つ！防災クッキング　1　（児童書） 今泉 マユ子著 369.3

フレーベル館 「もしものときに役に立つ！防災クッキング　2　（児童書） 今泉 マユ子著 369.3

フレーベル館 「もしものときに役に立つ！防災クッキング　3　（児童書） 今泉 マユ子著 369.3

筑摩書房 部活魂！この文化部がすごい　　　　（児童書） 読売中高生新聞編集室著 375.1

日本図書センター 勉強脳のつくり方　　　　　　　　　　　　（児童書） 池谷 裕二監修 375.1

国土社 手で読む心でさわるやさしい点字1　　（児童書） 日本点字委員会監修 378.1

国土社 手で読む心でさわるやさしい点字2　　（児童書） 日本点字委員会監修 378.1

国土社 手で読む心でさわるやさしい点字3　　（児童書） 日本点字委員会監修 378.1

国土社 手で読む心でさわるやさしい点字4　　（児童書） 日本点字委員会監修 378.1

国土社 手で読む心でさわるやさしい点字5　　（児童書） 日本点字委員会監修 378.1

国土社 手で読む心でさわるやさしい点字6　　（児童書） 日本点字委員会監修 378.1

新日本出版社 桃太郎は盗人なのか?「桃太郎」から考える鬼の正体（児童書） 倉持 よつば著 388.1

出版社 書名 著者 分類

岩波書店 美しい数学入門 伊藤 由佳理著 410

青春出版社 読み出したら止まらない！文系もハマる数学 横山 明日希著 410.4

幻冬舎 宇宙は何でできているのか 村山 斉著 429.6
日経ナショナルジオグラフィック 地図の博物図鑑 ベッツィ・メイソン著 448.9

吉川弘文館 富士山噴火の考古学　火山と人類の共生史 富士山考古学研究会編 453.8

日総研出版 認知症のある方も食べられるようになるスプーンテクニック 佐藤 良枝著 491.3

文藝春秋 女と男　なぜわかりあえないのか 橘 玲著 491.3

ワニブックス 免疫力　正しく知って、正しく整える 藤田 紘一郎著 491.8

岩波書店 看護のカ 川嶋 みどり著 492.9

文響社 血糖値がみるみる下がる！7秒スクワット 宇佐見 啓治著 493.1

幻冬舎 血圧を最速で下げる　 奥田 昌子著 493.2

自由国民社 血圧は1分で下がる！ 今野 清志著 493.2

幻冬舎 カゼは万病のもと 横田 貴史著 493.3

日本経済新簡出版社 肺炎を正しく恐れる 大谷 義夫著 493.3

幻冬舎 腸内細菌の逆襲 江田 証著 493.4

自由国民社 病気にならない1分免活 小林 弘幸著 493.4

宝島社 自力で免疫力を上げる腸の強化書 藤田 紘一郎著 493.4

三笠書房 1回1分腰痛が消えるちょいトレ　　　　　　　　　　　（文庫） 戸田 佳孝著 493.6

PHP研究所 ボケる食ボケない食　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 白澤 卓二著 493.7

かもがわ出版 全国認知症カフェガイドブック コスガ 聡一著 493.7

かもがわ出版 認知症介護の悩み引き出し52 認知症の人と家族の会編 493.7

プレジデント社 シン・サラリーマンの心療内科　 遠山 高史著 493.7

幻冬舎 君はまだ忘却の女神と仲良くしているのか? 郭 水泳著 493.7

光文社 おとなの発達障害  診断・治療・支援の最前 岩波 明監修 493.7

◆４類自然科学（数学、地学、医学など）



講談社 認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由 木之下 徹著 493.7

秀和システム 「敏感すぎて疲れやすい人」がおだやかに暮らしていくための本 中島 智子著 493.7

新潮社 心を病んだらいけないの?うつ病社会の処 斎藤 環著 493.7

筑摩書房 マンガ　認知症 ニコ・ニコルソン著 493.7

中央法規出版 認知症でも心は豊かに生きている 長谷川 和夫著 493.7

日東書院本社 「あれ?なんだっけ」がなくなる!大人のさがし絵 森 惟明監修 493.7

廣済堂出版 HSPと不安障害「生きているだけで不安 高田 明和著 493.7

翔泳社 親が認知症！？離れて暮らす親の介護・見守 工藤 広伸著 493.7

ペガサス 生活習慣の改善で認知症を予防する 斎藤 嘉美著 493.8

青春出版社 人類は「パンデミック」をどう生き延びたか　　　　　（文庫） 島崎 晋著 493.8

日経BPマーケティング 感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたの 小田中 直樹著 493.8

日本図書センター キャラでわかる!はじめての感染症図鑑 岡田 晴恵著 493.8

講談社 空気を読みすぎる子どもたち 古荘 純一監修 493.9

中央公論新社 歯医者さんのかかり方 渡辺 勝敏著 497

アーチーブメント出版 食べる投資 満尾 正著 498

平凡社 ドキュメント武漢　新型コロナウイルス封鎖 早川 真著 498

KADOKAWA 人の好き嫌いなんていい加減なものよ。 Tomy著 498.3

KADOKAWA 代謝がすべて　 池谷 敏郎著 498.3

SBクリエイティブ 医者が教える110歳の秘訣　長寿の決め手 志賀 貢著 498.3

アスコム 科学的に証明された心が強くなるストレッチ 堀田 秀吾著 498.3

フォレスト出版 酒好き肝臓専門医が教えるカラダにいい飲み方 栗原 毅著 498.3

マイナビ出版 肩甲骨はがしストレッチ　新版 杉田 一寿監修 498.3

マガジンハウス 決定版　自律神経を整える。 498.3

マキノ出版 脳が一気に目覚める！まちがい探し 熊谷 頼佳監修 498.3

みらいパブリッシング 危機を乗り越える　マインドフルネス 藤井 英雄著 498.3

笠倉出版社 体の不調は1日50秒の筋トレですべて解決できる 福元 翔太監修 498.3

幻冬舎 もろくて、不確かな、「素の自分」の扱い方 細川 貂々著 498.3

講談社 成功する人ほどよく寝ている　最強の睡眠に 前野 博之著 498.3

自由国民社 足腰は1分で強くなる！ 高子 大樹著 498.3

青春出版社 健康寿命が10歳延びる「筋トレ」ウォーキング 能勢 博著 498.3

黎明書房 シニアの脳を鍛える教養アップクイズ&生活力・記憶力向上遊び 脳トレーニング研究会編 498.3

アスコム 「空腹]こそ最強のクスリ 青木 厚著 498.5

講談社 食事法の最適解 国府田 淳著 498.5

三笠書房 お腹からやせる食べ方　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 柏原 ゆきよ著 498.5

三笠書房 医者や薬に頼らず、自然治癒力を高める食べ方　　（文庫） 内海 聡著 498.5

朝日学生新聞社 食卓で育む伸び力 食育ずかん編・著 498.5

NHK出版 パンデミックが露わにした「国のかたち」 熊谷 徹著 498.6

岩波書店 感染症と文明－共生への道 山本 太郎著 498.6

日本工業新閲社 疫病2020 門田 隆将著 498.6

成美堂出版 くすりの事典　2021年版 片山 志郎監修 499.1

ポプラ社 データの達人表とグラフを使いこなせ！1　　（児童書） 今野 紀雄監修 417

ポプラ社 データの達人表とグラフを使いこなせ！2　　（児童書） 今野 紀雄監修 417

ポプラ社 データの達人表とグラフを使いこなせ！3　　（児童書） 今野 紀雄監修 417

ポプラ社 データの達人表とグラフを使いこなせ！4　　（児童書） 今野 紀雄監修 417

童心社 改訂版　遺伝子・DNAのすべて　　　　（児童書） 夏 緑著 467.2

筑摩書房 すごいぜ！菌類　　　　　　　　　（児童書） 星野 保著 474.7

NHK出版 モヤモヤそうだんクリニック　　（児童書） 池谷 裕二文， 491.3

岩波書店 繊細すぎてしんどいあなたへ　　（児童書） 串崎 真志著 498.3



出版社 書名 著者 分類

講談社 ゴミ清掃員の日常　ミライ編　 滝沢 秀一原作 518.4

ナツメ社 未来をつくる道具わたしたちのSDGs 川廷 昌弘著 519

ワン・パブリッシング 続　日本100名城公式ガイドブック 日本城郭協会監修 521.8

ワン・パブリッシング 日本100名城公式ガイドブック 日本城郭協会監修 521.8

熊日出版 城に会いにゆく　もののふの鼓動が聞こえる 佐渡 滋執筆・写真 521.8

二見書房 名城の石垣図鑑 小和田 哲男監修 521.8

扶桑社 孫の顔が見たい!はじめてのスマホでビデオ通話 扶桑社スマホ向上委員会 547.4

法政大学出版局 花火　ものと人間の文化史 福澤 徹三著 575.9

技術評論社 Word最強時短仕事術 高田 天彦著 582.3

すばる舎 毎日、無理なく、機嫌よく。 香菜子著 590.4

三笠書房 家でできること115　　（文庫） 博学面白倶楽部著 590.4

WA∨E出版 ひとりでも一生困らない！29歳からのお金 吹田 朝子著 591

すみれ書房 不安な時代の家計管理 林 總著 591

税務経理協会 人生で損しないお金の授業 島田 雄左著 591

朝日新聞出版 本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長著 591

宝島社 やってはいけないお金の貯め方 大村 大次郎著 591

毎日新聞出版 37歳独身、年収300万円知っておきた 横山 光昭著 591

産業編集センター 刺しゅうでお直し 藤本 裕美著 593.3

理論社 はじめてでもカンタン！手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室編 594

KADOKAWA はじめてのやせ筋トレ とがわ 愛著 595.6

扶桑社 やせウオーク 森 拓郎著 595.6

KADOKAWA めんどうなことしないうまさ極みレシピ ジョーさん。著 596

KADOKAWA 世界一美味しい手抜きごはん はらぺこグリズリー著 596

プレジデント社 何が「いただく」ぢゃ! 姫野 カオルコ著 596

建帛社 電子レンジを活用した調理 肥後 温子共著 596

講談社 意識の低い自炊のすすめ 中川 淳一郎著 596

集英社 鎌倉だから、おいしい。 甘糟 りり子著 596

青春出版社 ゆで卵の殻をツルッとむく方法 ホームライフ取材班編 596

朝日新聞出版 全国とっておきのお取り寄せカタログ 朝日新聞出版編著 596

日経BP 藤井恵の腹凹ごはん 藤井 恵著 596

宝島社 syunkonカフェごはん　7 山本 ゆり著 596

河出書房新社 おばんざい　春と夏　京の台所歳時記　　　　　　（文庫） 秋山 十三子著 596.2

河出書房新社 おばんざい　秋と冬　京の台所歳時記　　　　　　（文庫） 秋山 十三子著 596.2

ぴあ ラーメン&炒飯・餃子;ぴあMOOK関西 596.3

笠倉出版社 鶏むね肉とブロッコリーがすごい! 堀口 泰子監修 596.3

マキノ出版 リロ氏のソロキャンレシピ リロ氏著 596.4

主婦の友社 へたキャンごはん　なんなら全品ベランダで じゅんいちダビッドソン著 596.4

エクスナレッジ 異国のおやつ 岸田 麻矢著 596.6

メイツ出版 奈良　素敵なカフェ＆お店案内　 あんぐる著 596.7

朝日新聞出版 なぜかワクワクする片づけの新常識 古堅 純子著 597.5

さ・え・ら書房 知ってる?アップサイクル　1 　アップサイクルってなに?（児童書） 518

さ・え・ら書房 知ってる?アップサイクル　2 　アップサイクルをやってみよう!（児童書） 518

新日本出版社 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング1 寺西 恵里子著 596

新日本出版社 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング2 寺西 恵里子著 596

新日本出版社 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング3 寺西 恵里子著 596

新日本出版社 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング4 寺西 恵里子著 596

◆５類技術・工学・工業（建築学、生活科学、家政学など）



出版社 書名 著者 分類
集英社インターナンヨナル データ農業が日本を救う 窪田 新之助著 610

平凡社 愛犬の日本史　柴犬はいつ沖と呼ばれなくな 桐野 作人著 645.6

ぱる出版 メルカリ初心者からはじめて月5万円を稼ぐ方法 泉澤 義明著 673.3

幻冬舎 誰でも年収2000万円になれる本 山下 太郎著 673.3

扶桑社 初心者でも「高く売れる」「安く買える」メルカリまるわかりBOOK 宇田川 まなみ監修 673.3

幻冬舎 ワンルームマンション投資入門　改訂版 住吉 秀一著 673.9

祥伝社 不動産投資は自分らしく生きる道具 杉原 杏璃著 673.9

東京大学出版会 歩行者事故はなぜ起きるのか 松浦 常夫著 681.3

成美堂出版 運転免許認知機能検査対策ブック 長 信一著 685.1

交通新聞社 関西人はなぜ阪急を別格だと思うのか 伊原 薫著 686

山と渓谷社 南田裕介の鉄道ミステリー　謎を求めて日本 南田 裕介著 686.2

ブックマン社 認知症鉄道事故裁判 高井 隆一著 686.7

マイナビ出版 大人のためのiPhone講座 694.6

教育画劇 歴史と文化を訪ねる日本の古道・五街道1　　（児童書） 682.1

教育画劇 歴史と文化を訪ねる日本の古道・五街道2　　（児童書） 682.1

教育画劇 歴史と文化を訪ねる日本の古道・五街道3　　（児童書） 682.1

出版社 書名 著者 分類
集英社インターナンヨナル ダ・ヴィンチ、501年目の旅 布施 英利著 702.3

扶桑社 みんなのアマビエ 708.7

シンクタンクせとうち 世界遺産ガイド危機遺産編2020改訂版 古田 陽久著 709

シンクタンクせとうち 世界遺産ガイド自然遺産編2020改訂版 古田 陽久著 709

シンクタンクせとうち 世界遺産ガイド複合遺産編2020改訂版 古田 陽久著 709

シンクタンクせとうち 世界遺産ガイド文化遺産編2020改訂版 古田 陽久著 709

昭文社 絵本のようにめくる世界遺産の物語 村山 秀太郎監修 709

集英社 いちまいの絵―生きているうちに見るべき名画 原田 マハ著 720.4
ハーバーコリンズ・ジャパン ハッピーマムアン ウィスット ポンニミット著 726.1

講談社 天上の虹1　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹2　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹3　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹4　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹5　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹6　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹7　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹8　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹9　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹10　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

講談社 天上の虹11　　　　　　　　　　　　　　　　　（文庫） 里中 満智子著 726.1

小学館 100日後に死ぬワニ きくち ゆうき著 726.1

インプレス まったり癒されるじんべえさん塗り絵レッスンブック MdN編集部編 726.5

インプレス 素敵なディズニーストーリー夢のなぞり絵素敵なディズニーストーリー夢のなぞり絵 726.5

ボビージヤパン 奇想ぬりえ　歌川国芳篇　和のぬりえ 726.5

廣済堂出版 美しい花の塗り　増補改訂版　そのまま塗れる花の塗り絵 小柳 吉次原画手本 726.5

パイインターナショナル おじいちゃんとパン たなえ・ぶん 726.6

国土社 常用漢字手習い帖　1毛筆・硬筆・三体字典 飯島 英雄著 728.4

国土社 常用漢字手習い帖　2毛筆・硬筆・三体字典 飯島 英雄著 728.4

◆６類産業（農業、商業、運輸など）

◆７類芸術・美術（絵画、写真、スポーツ、娯楽など）



国土社 常用漢字手習い帖　3毛筆・硬筆・三体字典 飯島 英雄著 728.4

国土社 常用漢字手習い帖　4毛筆・硬筆・三体字典 飯島 英雄著 728.4

国土社 常用漢字手習い帖　5毛筆・硬筆・三体字典 飯島 英雄著 728.4

国土社 常用漢字手習い帖　6毛筆・硬筆・三体字典 飯島 英雄著 728.4

国土社 常用漢字手習い帖　7毛筆・硬筆・三体字典 飯島 英雄著 728.4

国土社 常用漢字手習い帖　8毛筆・硬筆・三体字典 飯島 英雄著 728.4

国土社 常用漢字手習い帖　9毛筆・硬筆・三体字典 飯島 英雄著 728.4

インプレス 世界のかわいい散歩道 748

光村推古書院 入江泰吉の詩情世界　万葉大和路 入江 泰吉写真 748

土屋書店 絵づくりしよう壁面おりがみ12か月 朝日 勇監修 754.9

マイナビ出版 フォークソングが教えてくれた 小川 真一著 767.8

朝日新聞出版 人生に必要な知恵はすべてホンから学んだ 草刈 正雄著 778.2

筑摩書房 落語を聴いてみたけど面白くなかった人へ　　　　（文庫） 頭木 弘樹著 779.1

徳間書店 幸福論「しくじり」の哲学 中田 敦彦著 779.1

マガジンハウス 志村流　金・ビジネス・人生の成功哲学 志村 けん著 779.9

青志社 志村けん　160の言葉 志村 けん著 779.9

KADOKAWA 「勝ち飯」レシピー汁一菜編 780.1

生活書院 なぜ、子どものスポーツを見ていると力が入るのか 谷口 輝世子著 780.4

SBクリエイティブ 筋トレは下半身だけやればいい 坂詰 真二著 780.7

SBクリエイティブ 人生を変える筋トレ 谷口 智一著 780.7

ブックマン社 負けない筋トレ 城 アラキ著 780.7
ベースボール・マガジン社 自重をなめんなよ!パンパンにパンプする究極のへやトレ 澤木 一貴著 780.7

学研プラス わが子の運動神経がどんどんよくなる本 遠山 健太著 780.7

成美堂出版 徹底活用！バランスボール大全 菅原 順二監修 780.7

ダイヤモンド社 座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほぐしストレッチ なぁさん著 781.4

主婦の友社 脳イキイキ！手あそび指あそび 小山 混著 781.9

朝倉書店 伝統ゲーム大事典子どもから大人まであそべる世界の遊戯 高橋 浩徳著 781.9

東洋館出版社 3～5歳児の自信を育む運動あそび 福井 秀明著 781.9

竹書房 「練習しない」アスリート　 藤光 謙司著 782.3
ベースボール・マガジン社 ノムさんへの手紙 週刊ベースボール編 783.7

光文社 野村監督の教え　知と理と情の人間哲学 飯尾 哲司著 783.7

文藝春秋 サラリーマン球団社長 清武 英利著 783.7

KADOKAWA お金をかけない!山登り&ソロキャンプ攻略本 かほなん著 786.1

中央公論新社 忍者学講義 山田 雄司編 789.8

小学館クリエイティフ 羽生善治の脳トレ―手詰 羽生 善治問題作成 796

青春出版社 小学生はできるのに!大人は解けないクイズ 知的生活追跡班編 798

辰巳出版 脳の力を伸ばす！ひらめきクイズ 篠原 菊紀監修 798

小学館 eスポーツ選手はなぜ勉強ができるのか すいのこ著 798.5

幻冬舎 ゴッホのあしあと　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童書） 原田 マハ著 723.3

くもん出版 写真がかっこよくとれる30のわざ１　　　　　　　（児童書） 塩見 徹監修 743

くもん出版 写真がかっこよくとれる30のわざ２　　　　　　　（児童書） 塩見 徹監修 743

くもん出版 写真がかっこよくとれる30のわざ３　　　　　　　（児童書） 塩見 徹監修 743

KADOKAWA すみっコぐらしトランプであそぼう　　　　　　　　（児童書） 797.2

出版社 書名 著者 分類

総合法令出版 大人の「ことば選び」ノート 佐藤 幸一著 809.2

三才ブックス 世界でいちばん素敵な大和言葉の教室 吉田 裕子監修 810.4

KADOKAWA 方言漢字　　　　（文庫）　　　　　　　　　　　　 笹原 宏之著 811.2

◆８類言語（日本語、英語など）



マイウェイ出版 大人の脳トレ漢字パズル100問 811.2

ナツメ社 日本の美しい言葉辞典 梅内 美華子監修 814

白澤社 新敬語「マジヤバいっす」社会言語学の視点から 中村 桃子著 814.9

総合法令出版 伝わる文章の基本 高橋 廣敏著 816

講談社 方言の地図帳　（文庫） 佐藤 亮一編 818

KADOKAWA 和製英語、伝わらない単語、誤解される言葉　　（文庫） スティーブン・ウォルシュ著 834

幻冬舎 あぶない英語 岩田 雅彦著 837.8

岩波書店 ことばの力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童書） 川崎 洋著 800

飛鳥新社 めんどくさがりなきみのための文章教室　　　　（児童書） はやみね かおる著 816

岩波書店 読解力を身につける　　　　　　　　　　　　　　　　（児童書） 村上 慎一著 817

国土社 47都道府県方言キャラ絵本　東日本　　　　　　（児童書） たかい よしかず作・絵 818

国土社 48都道府県方言キャラ絵本　西日本　　　　　　（児童書） たかい よしかず作・絵 818

出版社 書名 著者 分類

みらいパブリッシング 超簡単！イメージ読書術 山崎 茂雄著 901.3

岩波書店 短編小説講義 筒井 康隆著 901.3

学研プラス 恋する人生 下重 暁子著 910.2

彩図社 文豪たちの口説き本 彩図社文芸部編 910.2

青志社 芥川賞直木賞秘話 高橋 一清著 910.2

草思社 夏目漱石の人生を切り拓く言葉　　　　　　（文庫） 齋藤 孝著 910.2

淡交社 平安女子は、みんな必死で恋してた イザベラ・ディオニシオ著 910.2

宝島社 文豪たちのずるい謝罪文 山口 謠司著 910.2

KADOKAWA 暮らしの古典歳時記 吉海 直人著 910.4

ブイツーソリューション 恋に生きる万葉歌人 加納 邦光著 911.1

中央公論新社 万葉集の起源 遠藤 耕太郎著 911.1

中央公論新社 万葉集講義 上野 誠著 911.1

奈良新聞社 一度は訪ねたい万葉のふるさと近畿編上 二川 曉美著 911.1

奈良新聞社 一度は訪ねたい万葉のふるさと近畿編下 二川 曉美著 911.1

光文社 子規を「ギャ句゛」る　 夏井 いつき著 911.3

春陽堂書店 山頭火と遊ぶ　句あれば楽あり 菊地 清作 911.3

幻冬舎 青春回帰 角柳 潤一著 911.5

幻冬舎 虜～BOUDOIR～ 宙凪理英著 911.5

中央公論新社 完本小林一茶　　　（文庫）　　　　　　　　　 井上 ひさし著 912.6

KADOKAWA 古事記の神々　付古事記神名辞典　　（文庫） 三浦 佑之 913.2

武蔵野書院 大和物語の達成「歌物語」の脱構築と散文 東原 伸明編著 913.3

1万年堂出版 美しき鐘の声 平家物語　1 　諸行無常の響きあり;意訳で楽しむ古典シリーズ 木村 耕一著 913.4

IAP出版 ドミノ倒れ 松田 優著 913.6

KADOKAWA 青くて痛くて脆い 住野 よる著 913.6

KADOKAWA あしたの華姫 畠中 恵著 913.6

KADOKAWA いいからしばらく黙ってろ！ 竹宮 ゆゆこ著 913.6

KADOKAWA キキ・ホリック 森 晶麿著 913.6

KADOKAWA コープス・ハント 下村 敦史著 913.6

KADOKAWA ドミノin上海 恩田 陸著 913.6

KADOKAWA 滑走路　　映画ノベライズ 萩原 慎一郎原作 913.6

KADOKAWA 去年の雪 江國 香織著 913.6

KADOKAWA 狐火の辻 竹本 健治著 913.6

KADOKAWA 三世代探偵団2　枯れた花のワルツ 赤川 次郎著 913.6

KADOKAWA 事件持ち 伊兼 源太郎著 913.6

◆小説（日本文学、日本小説、海外小説、エッセイなど）



KADOKAWA 時喰監獄 沢村 浩輔著 913.6

KADOKAWA 深海の寓話　　（文庫） 森村 誠一著 913.6

KADOKAWA 生還せよ　　　　（文庫） 福田 和代著 913.6

KADOKAWA 絶対猫から動かない 新井 素子著 913.6

KADOKAWA 相続レストラン　　（文庫） 城山 真一著 913.6

KADOKAWA 天穹の船 篠 綾子著 913.6

KADOKAWA 同じクラスに何かの主人公がいる 昆布山葵著 913.6

KADOKAWA 脳科学捜査官真田夏希　5 　ドラスティック・イエロー（文庫） 鳴神 響一著 913.6

KADOKAWA 氷獄 海堂 尊著 913.6

KADOKAWA 僕の涙がいつか桜の雨になる 犀川 みい著 913.6

KADOKAWA 魔女たちは眠りを守る 村山 早紀著 913.6

KADOKAWA 万葉ブックカフェの顧客録　（文庫） 山咲 黒著 913.6

KADOKAWA 眠りの神 犬塚 理人著 913.6

KADOKAWA 裏切りの中央本線　　（文庫） 西村 京太郎著 913.6

KADOKAWA 流浪の大地 本城 雅人著 913.6

KADOKAWA 烈風ただなか あさの あつこ著 913.6

KADOKAWA 濱地健三郎の幽たる事件簿 有栖川 有栖著 913.6

PHP研究所 きたきた捕物帖 宮部 みゆき著 913.6

PHP研究所 三兄弟の僕らは 小路 幸也著 913.6

PHP研究所 灼熱 秋吉 理香子著 913.6

PHP研究所 帝都地下迷宮 中山 七里著 913.6

アルファポリス わけあって極道の妻になりました ととり とわ著 913.6

エイチアンドアイ 明治零年サムライたちの天命 加納 則章著 913.6

講談社エディトリアル カマイタチ 松島相談士の日報録 原田 宗一郎著 913.6

産業編集センター 西新宿幻影物語 小林 栗奈著 913.6

サンクチュアリ出版 黄金国の黄昏 菫乃 薗ゑ著 913.6

新潮社 占 木内 昇著 913.6

スターツ出版 こころ食堂のおもいで御飯　2 　あったかお鍋は幸せの味（文庫） 栗栖 ひよ子著 913.6

スターツ出版 一瞬を生きる君を、僕は永遠に忘れない。（文庫） 冬野 夜空著 913.6

フリースタイル 大統領の密使/大統領の晩餐 小林 信彦著 913.6

ポプラ社 OJOGIWA 藤崎 翔著 913.6

マイナビ出版 時空棋士 新井 政彦著 913.6

マガジンハウス アスク・ミー・ホワイ 古市 憲寿著 913.6

リトル・ガリヴァー社 銀漠の海 宇田川 森和著 913.6

栄光出版社 ざわめく竹の森　明智光秀の最期 伊東 眞夏著 913.6

河出書房新社 インタビューズ 堂場 瞬一著 913.6

河出書房新社 クロス 山下 紘加著 913.6

河出書房新社 ブラッド・ロンダリング 吉川 英梨著 913.6

河出書房新社 森があふれる 彩瀬 まる著 913.6

河出書房新社 魂の痕 梁 石日著 913.6

河出書房新社 破局 遠野 遙著 913.6

花伝社 見切り千両　平成バブル狂騒曲 安保 邦彦著 913.6

花伝社 悲善の旅路　罪と更生の物語 木村 伸夫著 913.6

角川春樹事務所 えにし屋春秋 あさの あつこ著 913.6

角川春樹事務所 夜がどれほど暗くても 中山 七里著 913.6

角川春樹事務所 流星シネマ 吉田 篤弘著 913.6

原書房 欺瞞の殺意 深木 章子著 913.6

原書房 約束の小説 森谷 祐二著 913.6

幻冬舎 20 CONTACTS　消えない星々との短い接触 原田 マハ著 913.6



幻冬舎 どうしても生きてる 朝井 リョウ著 913.6

幻冬舎 愛と追憶の泥濘 坂井 希久子著 913.6

幻冬舎 〈あの絵〉のまえで 原田 マハ著 913.6

幻冬舎 THE　ISM 橘 真優著 913.6

幻冬舎 いにしえの月　下弦のひかり 都城 ひろみ著 913.6

幻冬舎 いのちの停車場 南 杏子著 913.6

幻冬舎 イマジン? 有川 ひろ著 913.6

幻冬舎 ピカソになれない私たち 一色 さゆり著 913.6

幻冬舎 もう、聞こえない 誉田 哲也著 913.6

幻冬舎 レシピ泥棒 新宮 広明著 913.6

幻冬舎 悪巧み 秋野 蜜柑著 913.6

幻冬舎 金の顔 菊野 啓著 913.6

幻冬舎 失踪と絆の間で 松村 勝正著 913.6

幻冬舎 女帝看護教員 上野 武久著 913.6

幻冬舎 焦眉 警視庁強行犯係・樋ロ顕 今野 敏著 913.6

幻冬舎 青春の幻想 愚かなる魂の旅路あり 吉街 一人著 913.6

幻冬舎 天風 小山 結夏著 913.6

幻冬舎 逃亡者 中村 文則著 913.6

幻冬舎 虹にすわる 瀧羽 麻子著 913.6

幻冬舎 名もなきアスリートへの鎮魂歌 杏野 崇著 913.6

幻冬舎 蜻蛉の涙 折戸 和朔著 913.6

光文社 〈銀の鰊亭〉の御挨拶 小路 幸也著 913.6

光文社 MGC マラソンサバイバル 蓮見 恭子 913.6

光文社 エンドレス・スリープ 辻 寛之著 913.6

光文社 おっぱい先生 泉 ゆたか著 913.6

光文社 さよなら願いごと 大崎 梢著 913.6

光文社 パライゾ 阿川 せんり著 913.6

光文社 鬼棲むところ 朱川 湊人著 913.6

光文社 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』と宇宙の旅 谷口 義明著 913.6

光文社 幻のオリンピアン 酒本 歩著 913.6

光文社 侵略者 福田 和代著 913.6

光文社 正体 染井 為人著 913.6

光文社 素敵な日本人　（文庫） 東野 圭吾著 913.6

光文社 腸詰小僧 曽根 圭介著 913.6

光文社 透明人間は密室に潜む 阿津川 辰海著 913.6

光文社 霧島から来た刑事　（文庫） 永瀬 隼介著 913.6

光文社 黙 辻堂 魁著 913.6

光文社 恋愛未満 篠田 節子著 913.6

講談社 #柚莉愛とかくれんぼ 真下 みこと著 913.6

講談社 20　誤判対策室 石川 智健著 913.6

講談社 カットバック警視庁FC2 今野 敏著 913.6

講談社 さよならが言えるその日まで 高木 敦史著 913.6

講談社 スワロウテイル消失点　法医昆虫学捜査官7 川瀬 七緒著 913.6

講談社 ダーク・ブルー 真保 裕一著 913.6

講談社 タイタン 野崎 まど著 913.6

講談社 ママ 神津 凛子著 913.6

講談社 危険なビーナス　　（文庫） 東野 圭吾著 913.6

講談社 希望と殺意はレールに乗ってアメかぶ探偵の事件簿 山本 巧次著 913.6

講談社 金庫番の娘 伊兼 源太郎著 913.6



講談社 空貝、村上水軍の神姫 赤神 諒著 913.6

講談社 告解 薬丸 岳著 913.6

講談社 詐欺師は天使の顔をして　　（文庫） 斜線堂 有紀著 913.6

講談社 最高の任務 乗代 雄介著 913.6

講談社 修羅の家 我孫子 武丸著 913.6

講談社 絶対聖域 新堂 冬樹著 913.6

講談社 帝国 花村 萬月著 913.6

講談社 電気じかけのクジラは歌う 逸木 裕著 913.6

講談社 誘拐屋のエチケット 横関 大著 913.6

彩図社 半グレ　　（文庫） 草下 シンヤ著 913.6

産業編集センター いきるりすく 平沼 正樹著 913.6

実業之日本社 クスノキの番人 東野 圭吾著 913.6

実業之日本社 チーム3 堂場 瞬一著 913.6

実業之日本社 バスへ誘う 西村 健著 913.6

実業之日本社 君に読ませたいミステリがあるんだ 東川 篤哉著 913.6

集英社 HELLO WORLD　　（文庫） 野崎 まど著 913.6

集英社 アキラとあきら 上　　（文庫） 池井戸 潤著 913.6

集英社 アキラとあきら 下　　（文庫） 池井戸 潤著 913.6

集英社 イエロー・サブマリン　　東京バンドワゴン 小路 幸也著 913.6

集英社 うちの中学二年の弟が　　（文庫） 我鳥 彩子著 913.6

集英社 カケラ 湊 かなえ著 913.6

集英社 さいはての家 彩瀬 まる著 913.6

集英社 スキマワラシ 恩田 陸著 913.6

集英社 チンギス紀　5 絶影 北方 謙三著 913.6

集英社 できない男 額賀 澪著 913.6

集英社 ホテル・アルカディア 石川 宗生著 913.6

集英社 嫁ぐ日　　狸穴あいあい坂 諸田 玲子著 913.6

集英社 家族じまい 桜木 紫乃著 913.6

集英社 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎著 913.6

集英社 慈雨　　（文庫） 柚月 裕子著 913.6

集英社 終の盟約 楡 周平著 913.6

集英社 水を縫う 寺地 はるな著 913.6

集英社 雪と心臓 生馬 直樹著 913.6

集英社 絶声 下村 敦史著 913.6

集英社 諦めない男　　警視庁特殊能力係　2　　（文庫） 愁堂 れな著 913.6

集英社 透明な夜の香り 千早 茜著 913.6

集英社 百舌落とし　百舌シリーズ7 逢坂 剛著 913.6

集英社 怖い患者 久坂部 羊著 913.6

集英社 浮雲心霊奇譚　6 　血縁の理 神永 学著 913.6

集英社 明日死んだ男　　怪異名所巡り　10 赤川 次郎著 913.6

集英社 幼な子の聖戦 木村 友祐著 913.6

集英社 類 朝井 まかて著 913.6

小学館 いのち短し、踊れよ男子 安倍 雄太郎著 913.6

小学館 こんぱるいろ、彼方 椰月 美智子著 913.6

小学館 ロ福のレシピ 原田 ひ香著 913.6

小学館 山岳捜査 笹本 稜平著 913.6

小学館 赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井 光太著 913.6

小学館 太平洋食堂 柳 広司 913.6

小学館 燈火風の盆 豊田 美加著 913.6



小学館 羊の国のイリヤ 福澤 徹三著 913.6

晶文社 少女奇譚 川奈 まり子著 913.6

晶文社 少年奇譚 川奈 まり子著 913.6

松柏社 悪魔に愛されたボクサー 丸山 幸一著 913.6

祥伝社 Rのつく月には気をつけよう　2 　賢者のグラス 石持 浅海著 913.6

祥伝社 ヒポクラテスの試練 中山 七里著 913.6

祥伝社 まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬 まる著 913.6

祥伝社 伊勢佐木町探偵ブルース 東川 篤哉著 913.6

祥伝社 黒鳥の湖 宇佐美 まこと著 913.6

祥伝社 無実の君が裁かれる理由 友井 羊著 913.6

祥伝社 夜の向こうの蛹たち 近藤 史恵著 913.6

祥伝社 流星のソード 柄刀 一著 913.6

祥伝社 礼儀正しい空き巣の死 樋口 有介著 913.6

新潮社 「競技ダンス」へようこそ 二宮 敦人著 913.6

新潮社 MISSING　失われているもの 村上 龍著 913.6

新潮社 カエルの楽園2020　　（文庫） 百田 尚樹著 913.6

新潮社 この気持ちもいつか忘れる　CD付限定版（館外貸し出し不可） 住野 よる著 913.6

新潮社 サキの忘れ物 津村 記久子著 913.6

新潮社 スノードロップ 島田 雅彦著 913.6

新潮社 ツナグ 想い人の心得 辻村 深月著 913.6

新潮社 どうぞ愛をお叫びください 武田 綾乃著 913.6

新潮社 愛の軋めき 秋野 一之著 913.6

新潮社 格闘 高樹 のぶ子著 913.6

新潮社 欺す衆生 月村 了衛著 913.6

新潮社 京舞妓「この葉」の花街不思議事件帳　不思議の1 深草 鏡太郎著 913.6

新潮社 銀花の蔵 遠田 潤子著 913.6

新潮社 清明　隠蔽捜査　8 今野 敏著 913.6

新潮社 箱とキツネと、パイナップル 村木 美涼著 913.6

新潮社 迷子のままで 天童 荒太著 913.6

新潮社 約束の果て 高丘 哲次著 913.6

青山ライフ出版 晩秋のひまわり 森田 龍也著 913.6

双葉社 あなたに会えて困った 藤崎 翔著 913.6

双葉社 鬼人幻燈抄　　葛野編 中西 モトオ著 913.6

双葉社 鬼人幻燈抄　　幕末編 中西 モトオ著 913.6

双葉社 鬼人幻燈抄　　江戸編 中西 モトオ著 913.6

双葉社 鬼人幻燈抄　　江戸編(2) 中西 モトオ著 913.6

双葉社 穴掘り 本城 雅人著 913.6

双葉社 五年後に 咲沢 くれは著 913.6

双葉社 図書室のバシラドール 竹内 真著 913.6

双葉社 犯人に告ぐ3　紅の影 雫井 脩介著 913.6

双葉社 緋色の残響 長岡 弘樹著 913.6

双葉社 黙示 今野 敏著 913.6

双葉社 落花狼藉 朝井 まかて著 913.6

早川書房 なめらかな世界と、その敵 伴名 練著 913.6

早川書房 ピュア 小野 美由紀著 913.6

早川書房 小さき者たち 粕谷 知世著 913.6

早川書房 先をゆくもの達 神林 長平著 913.6

筑摩書房 ポラリスが降り注ぐ夜 李 琴峰著 913.6

中央公論新社 52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ著 913.6



中央公論新社 アウターライズ 赤松 利市著 913.6

中央公論新社 あの日の交換日記 辻堂 ゆめ著 913.6

中央公論新社 コミックス作家川村リリカ 片岡 義男著 913.6

中央公論新社 夏の迷い子 泉 麻人著 913.6

中央公論新社 銀座の紙ひこうき はらだ みずき著 913.6

中央公論新社 殺戮の罠　　オッドアイ　5　　（文庫） 渡辺 裕之著 913.6

中央公論新社 四神の旗 馳 星周著 913.6

中央公論新社 死の陰謀　　オッドアイ　7 渡辺 裕之著 913.6

中央公論新社 囚われの山 伊東 潤著 913.6

中央公論新社 任侠シネマ 今野 敏著 913.6

中央公論新社 任侠浴場 今野 敏著 913.6

中央公論新社 夢は捨てたと言わないで 安藤 祐介著 913.6

中央公論新社 卍どもえ 辻原 登著 913.6

朝日新聞出版 ひごばえ(上) 重松 清著 913.6

朝日新聞出版 ひこばえ(下) 重松 清著 913.6

朝日新聞出版 春に散る(上)　　（文庫） 沢木 耕太郎著 913.6

朝日新聞出版 春に散る(下)　　（文庫） 沢木 耕太郎著 913.6

朝日新聞出版 騒がしい楽園　　 中山 七里著 913.6

朝日新聞出版 老父よ、帰れ 久坂部 羊著 913.6

鳥影社 卑湿の淤泥 室津 波光著 913.6

東京創元社 永遠の夏をあとに 雪乃 紗衣著 913.6

東京創元社 決断の刻 堂場 瞬一著 913.6

東京創元社 赤の王 廣嶋 玲子著 913.6

東京創元社 東京ホロウアウト 福田 和代著 913.6

東京創元社 漣の王国 岩下 悠子著 913.6

徳間書店 さくらと扇 神家 正成著 913.6

徳間書店 歌舞伎座の怪紳士 近藤 史恵著 913.6

徳間書店 刑罰0号　　（文庫） 西條 奈加著 913.6

徳間書店 公安狼 笹本 稜平著 913.6

徳間書店 法の雨 下村 敦史著 913.6

徳間書店 弥生、三月　　（文庫） 遊川 和彦脚本 913.6

南雲堂 愚者の決断浜中刑事の杞憂 小島 正樹著 913.6

南々社 輪舞曲 原田 クンユウ著 913.6

柏書房 皆川博子長篇推理コレクション2 皆川 博子著 913.6

文芸社 天空の蹄 海嶋 怜著 913.6

文藝春秋 Ｉの悲劇 米澤 穂信著 913.6

文藝春秋 あの子の殺人計画 天祢 涼著 913.6

文藝春秋 スーベニア しまお まほ著 913.6

文藝春秋 わかれ縁 西條 奈加著 913.6

文藝春秋 一人称単数 村上 春樹著 913.6

文藝春秋 雲を紡ぐ 伊吹 有喜著 913.6

文藝春秋 音速の刃 未須本 有生著 913.6

文藝春秋 海の十字架 安部 龍太郎著 913.6

文藝春秋 空の声 堂場 瞬一著 913.6

文藝春秋 罪人の選択 貴志 祐介著 913.6

文藝春秋 初夏の訪問者 吉永 南央著 913.6

文藝春秋 少年と犬 馳 星周著 913.6

文藝春秋 東京、はじまる 門井 慶喜著 913.6

文藝春秋 日本蒙昧前史 磯崎 憲一郎著 913.6



文藝春秋 飛雲のごとく あさの あつこ著 913.6

文藝春秋 平蔵の母 逢坂 剛著 913.6

文藝春秋 夜明けのM 林 真理子著 913.6

文藝春秋 妖の掟 誉田 哲也著 913.6

編集工房ノア 南極殺人事件 竹谷 正著 913.6

宝島社 ねなしぐさ　平賀源内の殺人 乾 緑郎著 913.6

宝島社 合唱岬洋介の帰還 中山 七里著 913.6

宝島社 紙鑑定士の事件ファイル　模型の家の殺人 歌田 年著 913.6

毎日新聞出版 暗鬼夜行 月村 了衛著 913.6

毎日新聞出版 神域(上) 真山 仁著 913.6

毎日新聞出版 神域(下) 真山 仁著 913.6

コスミック出版 悔いなく生きる男の流儀 高橋 三千綱著 914

CCCメディアハウス 下級国民A 赤松 利市著 914.6

SBクリエイティブ 哀しみがあるから人生は面白い 下重 暁子著 914.6

ウェッジ 日本人よ、かくあれ 岡本 彰夫文 914.6

幻戯書房 みんなみんな逝ってしまった、けれど文学は死なない。 坪内 祐三著 914.6

新潮社 やがて満ちてくる光の 梨木 香歩著 914.6

ホーム社 越境 東山 彰良著 914.6

ポプラ社 新しい生活 曽野 綾子著 914.6

マガジンハウス 村上T　僕の愛したTシャツたち 村上 春樹著 914.6

みらいパブリッシング 定年後ヒーロー 萩原 孝一著 914.6

海竜社 老いへの挑戦 森村 誠一著 914.6

岩波書店 またね。 木内 みどり著 914.6

幻冬舎 死という最後の未来 石原 慎太郎著 914.6

弦書房 団塊ボーイの東京 矢野 寛治著 914.6

光文社 寂聴先生、コロナ時代の「私たちの生き方」 瀬戸内 寂聴著 914.6

講談社 続　夫の後始末　今も一つ屋根の下で 曽野 綾子著 914.6

作品社 猫と偶然 春日 武彦著 914.6

集英社 いかがなものか 群 ようこ著 914.6

小学館 いつでも母と 山口 恵以子著 914.6

祥伝社 老いも死も、初めてだから面白い 下重 暁子著 914.6

新潮社 欲が出ました ヨシタケ シンスケ著 914.6

中央公論新社 50代、足していいもの、引いていいもの 岸本 葉子著 914.6

中央公論新社 気がつけば終着駅 佐藤 愛子著 914.6

朝日新聞出版 明るい覚悟 落合 恵子著 914.6

扶桑社 自分の価値 曽野 綾子著 914.6

文藝春秋 猫を棄てる 村上 春樹著 914.6

毎日新聞出版 炉辺の風おと 梨木 香歩著 914.6

紀伊國屋書店 ぱくりぱくられし 木皿 泉著 914.8

講談社 森語りの日々 森 博嗣著 915.6

パレード 姑と私の七千日 智恵子著 916

岩波書店 ヒロシマ・ノート 大江 健三郎著 916

金木犀舎 クソババァごめんなさい あらがき さより著 916

幻冬舎 ボクは、笑顔でできている 向井 健一郎著 916

光文社 「山奥ニート」やってます。 石井 あらた著 916

大洋図書 特別少年院物語 石元 太一著 916

潮出版社 こころの絆　わたしの介護体験記 聖教新聞文化部編 916

忘羊社 八十歳、少しめでたい。 鮫島 芳子著 918.6

文藝春秋 黄 雷 鈞著 923.7



マガジンハウス すべての瞬間が君だった ハ テワン著 929.1

ワニブックス それでも、素敵な一日 ク 作家著 929.1

亜紀書房 わたしに無害なひと チェ ウニョン著 929.1

祥伝社 アーモンド ソン ウォンピョン著 929.1

行路社 母たちと息子たち コルム・トビーン著 933.7

新潮社 心は孤独な狩人 カーソン・マッカラーズ著 933.7

早川書房 ただの眠りを ローレンス・オズボーン著 933.7

早川書房 最悪の館 ローリー・レーダー=デイ著 933.7

早川書房 名探偵の密室 クリス・マクジョージ著 933.7

東京創元社 あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット著 933.7

文藝春秋 血まみれ鉄拳ハイスクール ライアン・ギャティス著 933.7

論創社 シャーロック伯父さん ヒュー・ペンティコースト著 933.7

論創社 ヒルダ・アダムスの事件簿 M.R.ラインハート著 933.7

彩流社 そよ吹く南風にまどろむ ミゲル・デリーベス著 963

新日本出版社 消される運命 マーシャ・ロリニカイテ著 983

講談社 保健室経由、かねやま本館。１　　　　　　　　　　（児童書） 松素 めぐり著 913.6

あかね書房 日本の古典大事典　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童書） 加藤 康子監修 910.2

JDC出版 大阪弁こども万葉集　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童書） 中村 博著 911.1

あかね書房 百人一首大事典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童書） 吉海 直人監修 911.1

金の星社 百人一首人物大事典　　　　　　　　　　　　　　　　（児童書） 渡部 泰明監修 911.1

KADOKAWA 鹿の王　水底の橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童書） 上橋 菜穂子著 913.6

出版社 書名 著者 分類

光文社 ママは、かいぞく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（絵本） カリーヌ・シュリュグぶん E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本1（絵本） おかだ はるえ文 E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本2（絵本） おかだ はるえ文 E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本3（絵本） おかだ はるえ文 E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本4（絵本） おかだ はるえ文 E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本5（絵本） おかだ はるえ文 E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本6（絵本） おかだ はるえ文 E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本7（絵本） おかだ はるえ文 E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本8（絵本） おかだ はるえ文 E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本9（絵本） おかだ はるえ文 E

日本図書センター みんなでからだを守ろう！感染症キャラクター絵本10（絵本） おかだ はるえ文 E

評論社 雨、あめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（絵本） ピーター・スピアー作 E

KADOKAWA すみっコぐらしマイブック

合同出版 話し言葉・書き言葉が豊かになるオノマトペ絵カード

青土社 現代思想<9月臨時増刊号>総特集コロナ時代を生きるための60冊

◆絵本・その他


