
書名 著者名 出版者

図書館概論 大串 夏身∥著 学文社

オッサンの壁 佐藤 千矢子∥著 講談社

80歳の壁 和田 秀樹∥著 幻冬舎

ロシア点描 小泉 悠∥著 PHP研究所

今日から使える経営学 中川 功一∥監修 大和書房

UNIQUELY JAPAN ABBY DENSON∥著
チャールズ・イー・タ
トル出版

ことばをひきだす親子あそび 寺田 奈々∥著 小学館

海大図鑑 倉本 圭∥監修 ニュートンプレス

菌類が世界を救う
マーリン　シェルドレイク
∥著

河出書房新社

クジラの骨と僕らの未来 中村 玄∥著 理論社

家族で「軽度の認知症」の進行を少しでも遅らせる本 内門 大丈∥監修 大和出版

mRNAワクチンの衝撃 ジョー　ミラー∥著 早川書房

女性の生き方を左右する子宮のきほん 善方 裕美∥監修 池田書店

不自然な死因
リチャード　シェパード∥
著

大和書房

つくってみよう加工食品 仲尾 玲子∥著 学文社

わたぶんぶん 与那原 恵∥[著] 講談社

妊婦本。 金子 綾∥著 光文社

世界の華麗なチューリップ銘鑑TULIPS ジェーン　イースト∥著 日本文芸社

スパイス戦争
ジャイルズ　ミルトン∥
著

筑摩書房

江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子∥著 国土社

やまなし 宮沢 賢治∥文 今人舎

おかあさんのおかげだよ コビ　ヤマダ∥文
パイインターナショ
ナル

ルポ大谷翔平 志村 朋哉∥著 朝日新聞出版
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将棋のひみつ 羽生 善治∥監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

不屈の達磨 安生 正∥[著] 角川春樹事務所

闇の余白 石川 智健∥著 光文社

さよならに反する現象 乙一∥著 KADOKAWA

その扉をたたく音 瀬尾 まいこ∥著 集英社

脱北航路 月村 了衛∥著 幻冬舎

二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ∥著 祥伝社

スタッフロール 深緑 野分∥著 文藝春秋

すべてきみに宛てた手紙 長田 弘∥著 筑摩書房

妻はサバイバー 永田 豊隆∥著 朝日新聞出版

春の心臓 イェイツ∥著 立東舎

【本館　児童書】

書名 著者名 出版者

サイバーセキュリティー会社図鑑
NRIセキュアテクノロジー
ズ∥監修

日経BP

12歳までに身につけたいネット・スマホルールの超きほん 遠藤 美季∥監修 朝日新聞出版

捨てないパン屋の挑戦 井出 留美∥著 あかね書房

ざんねんないきもの事典 やっぱり 今泉 忠明∥監修 高橋書店

この世界からサイがいなくなってしまう 味田村 太郎∥文 学研プラス

エネルギーって何だろう? 小池 康郎∥監修 PHP研究所

建築家になりたい君へ 隈 研吾∥著 河出書房新社

短歌部、ただいま部員募集中! 小島 なお∥著 岩波書店

つくしちゃんとおねえちゃん いとう みく∥作 福音館書店

りんごの木を植えて 大谷 美和子∥作 ポプラ社

ようかいとりものちょう乙　15 大崎 悌造∥作 岩崎書店

スペシャルQトなぼくら 如月 かずさ∥著 講談社



風の神送れよ 熊谷 千世子∥作 小峰書店

たまごのはなし しおたに まみこ∥作 ブロンズ新社

草のふえをならしたら 林原 玉枝∥作 福音館書店

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　17 廣嶋 玲子∥作 偕成社

みんなのためいき図鑑 村上 しいこ∥作 童心社

セカイを科学せよ! 安田 夏菜∥著 講談社

病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子∥著 講談社

チョコレートタッチ
パトリック　スキーン
キャトリング∥作

文研出版

ロウリーのいい子怪談ばなし ジェフ　キニー∥作 ポプラ社

ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング∥作 徳間書店

海を見た日 M.G.ヘネシー∥作 鈴木出版

ほんやねこ 石川 えりこ∥作 講談社

蛾 イザベル　トーマス∥文 化学同人

おすしやさんにいらっしゃい! おかだ だいすけ∥文 岩崎書店

どうぶつ勝負(かちまけ)はっけよい! 大橋 慶子∥作　絵 教育画劇

おひさまわらった きくち ちき∥作 JULA出版局

おとうさんのぼり くすのき しげのり∥作 学研プラス

街どろぼう junaida∥著 福音館書店

ここからおいしいよかんがするよ たな∥え　ぶん
パイインターナショ
ナル

仏像えほん 店橋 花里∥文　絵
YAMAVICO
HAUS

すうがくでせかいをみるの ミゲル　タンコ∥作 ほるぷ出版

うろおぼえ一家のパーティー 出口 かずみ∥作 理論社

おんぷちゃんとねこ
とよた かずひこ∥作
絵

ひさかたチャイルド

びりびり 中新井 純子∥作 童心社

あげる はらぺこめがね∥著 佼成出版社

こころがやさしくなるえほん
フランチェスカ　ピローネ
∥さく　え

パイインターナショ
ナル



111本の木 リナ　シン∥文 光村教育図書

ばあばにえがおをとどけてあげる
コーリン　アーヴェリス∥
ぶん

評論社

ことりのデパート 苅田 澄子∥文
世界文化ワンダー
クリエイト

アンパンマンとムシバラス やなせ たかし∥作　絵 フレーベル館

きょうりゅうバスでとしょかんへ リウ スーユエン∥文 世界文化ブックス


