
分類番号 書　　名 著　者　名

007 疲れないパソコン仕事大全 大林　ひろこ

007 今すぐ使えるかんたんPowerPoint 2021 稲村　暢子

法話 188 あなたの心に青空を 瀬戸内　寂聴

戦争 210 東京大空襲・戦災資料センター図録　いのちと平和のバトンを 吉田 裕/監

伝記 283 国境を超えたウクライナ人 オリガ・ホメンコ

異世界 A290 地球の歩き方ムー 異世界の歩き方 地球の歩き方編集室

地理 291 いつか旅してみたい美しい日本の島100 パイインターナショナル/編

法律 320 大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川　幸一

話し方 336 人を追いつめる話し方　心をラクにする話し方 ひきた　よしあき

食文化 383 知っておきたい！韓国ごはんの常識 ルナ・キョン

植物学 R470 自然散策が楽しくなる！花図鑑 山田　隆彦

医学 493 認知症が進まない話し方があった 吉田　勝明

オーディオ 547 新編オーディオ用語総辞典 stereo/編

美容 595 部位別全身スキンケア大全 尾崎 由美/監

食エッセイ 596 教養としてのラーメン 青木　健

料理 596 心とからだが元気になる鉄分レシピ 小田　真規子

園芸 629 簡単DIYでできる花壇と寄せ植え 井上　まゆ美

日本画 721 浮世絵が語る江戸の女たちの暮らし 藤田　誠

民芸 750 もっと知りたいアイヌの美術 山崎　幸治

登山 786 バテない登山技術 野中　径隆

言語 829 韓国語超入門ブック 石田　美智代
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パソコン



詩歌 911 ちいさな世界　せなけいこ詩歌集 せな　けいこ

F 砂嵐に星屑 一穂　ミチ

F 看守の信念 城山　真一

F 工学部ヒラノ教授と最後の学生たち 今野　浩

F コンクールシェフ！ 五十嵐　貴久

F 奏鳴曲　北里と鷗外 海堂　尊

F 漆花ひとつ 澤田　瞳子

F 燕は戻ってこない 桐野　夏生

F チンギス紀　13　陽炎 北方　謙三

F 幸村を討て 今村　翔吾

F 和らぎの国　小説・推古天皇 天津　佳之

F 刑事弁護人 薬丸　岳

F 正義の段階 田村　和大

F 正史 諸葛亮孔明 孔明の歴史解説チャンネル

F おしゃべりな部屋 川村　元気・近藤　麻理恵

F 夏の体温 瀬尾　まいこ

F 古本食堂 原田　ひ香

BF ビブリア古書堂の事件手帖Ⅲ～扉子と虚ろな夢～ 三上　延

BF 読んで旅する鎌倉時代 小栗　さくら　他

エッセイ 914 結局、人生の最後に欲しいもの 曽野　綾子

海外小説 B933 冤罪法廷 （上・下） ジョン・グリシャム

海外エッセイ 974 フォンターネ パオロ・コニェッティ

小説



ES くだもののずかん 大森　裕子

ES あなのなかから… さいとう　しのぶ

ES スプーンとフライパン 新井　洋行

E ぱなしくん 柴田　ケイコ

E ごめんねゆきのバス むらかみ　さおり

E うみとりくのからだのはなし 遠見　才希子

E PUI PUIモルカー　銀行強盗をつかまえろ！ 見里　朝希/監

E 絵本で知ろう二十四節気　冬 ふじもと　みさと

E かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ　シンスケ

E スープとあめだま ブレイディみかこ

E あかちゃんといっしょ えがしら　みちこ

E もりのくまさん いりやま　さとし

E 12にんのディズニープリンセス　えいごのことばえほん JTBパブリッシング

少年法 K327 少年のための少年法入門 山下　敏雅/監

健康 K493 はたらく細胞ワクチン＆おくすり図鑑 講談社/編

鉄道災害 K686 地下鉄のサバイバル　2 ゴムドリco.

工作 K750 自動販売機・ふくびきをつくろう いしかわ☆まりこ

季語 K911 クイズで学ぼう季語の世界 齋藤　孝

D 1ねん1くみの女王さま　2　おたのしみ会で大さわぎ いとう　みく

D おてがみほしいぞ こうまる　みづほ

K913 ぼくらは少年鑑定団！ くすのき　しげのり

K913 スネークダンス 佐藤　まどか

K913 香君　(上・下） 上橋　菜穂子

K933 きかんしゃトーマス映画コレクション ポプラ社

K933 けんかのたね ラッセル・ホーバン

◎絵本・童話・ジュニア文学

海外小説

幼児絵本

絵本

小説



分類番号 書　　名 著　者　名

心理療法 146 なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない 東畑　開人

消費者保護 365 あなたを狙う消費者トラブル40例 佐伯　理華

料理 596 楽しく作って毎日おいしいこどものおべんとう 野上　優佳子

水彩画 724 イチバン親切な水彩画の教科書 上田　耕造

手話 801 やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹/監

F ひまわりは恋の形 宇山 佳佑

F 朱色の化身 塩田　武士

F 人生の決算書 曽野　綾子

F 人面島 中山　七里

F 花屋さんが言うことには 山本　幸久

BF 市塵　（上・下） 藤沢　周平

BF 看取り医独庵　3 　隅田桜 根津　潤太郎

BF 独り立ち（吉原裏同心　37） 佐伯　泰英

幼児絵本 ES ほっぺにちゅ！ 新井　洋行

E パッピプッペポーのパンケーキ あいはら　ひろゆき

E ピカブイのまぜまぜアラモード すずき　さなえ

E あぶないときはいやです、だめです、いきません 清永　奈穂

E 0・1・2さいののりもの100 小賀野　実

小説 K913 ギソク陸上部 舟崎　泉美
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