
分類 書名 副書名 著者名 出版社

万引き家族 是枝裕和 宝島社

青くて痛くて脆い 住野よる KADOKAWA

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社

神様のカルテ　３ 夏川草介 小学館

おまじない 西加奈子 筑摩書房

ふくわらい 朝日文庫 西加奈子 朝日新聞出版

独立記念日 PHP文芸文庫 原田マハ PHP研究所

たゆたえども沈まず 原田マハ 幻冬舎

生きるぼくら 徳間文庫 原田マハ 徳間書店

魔力の始動 東野圭吾 KADOKAWA

沈黙のパレード 東野圭吾 文藝春秋

ユートピア 集英社文庫 湊かなえ 集英社

未来 湊かなえ 双葉社

ニムロッド 上田岳弘 講談社

宝島 真藤順丈 講談社

1R1分30秒 町屋良平 新潮社

ファーストラヴ 島本理生 文藝春秋

送り火 高橋弘希 文藝春秋

AX 伊坂幸太郎 KADOKAWA

寝ても覚めても 河出文庫 柴崎友香 河出書房新社

スマホを落としただけなのに 宝島社文庫 志駕晃 宝島社

14歳、明日の時間割 鈴木るりか 小学館

冷血　上下 新潮文庫 高村薫 新潮社

ハリケーン 高嶋哲夫 幻冬舎

世界の果てのこどもたち 中脇初枝 講談社

ある男 平野啓一郎 文藝春秋

手のひらの音符 新潮文庫 藤岡陽子 新潮社

ノワール　硝子の太陽 中公文庫 誉田哲也 中央公論新社

あやかし草紙　三島屋変調百物語伍之続 宮部みゆき KADOKAWA

黄金の烏 文春文庫 阿部智里 文藝春秋

人生の約束 幻冬舎文庫 山川健一 幻冬舎

僕らはまだ、世界を１ミリも知らない 幻冬舎文庫 太田秀基 幻冬舎

冥界からの電話 佐藤愛子 新潮社

あの人とあの本の話 瀧井朝世 小学館

“手”をめぐる四百字　文字は人なり、手は人生なり 季刊「銀花」編集部 文化出版局

「違うこと」をしないこと 吉本ばなな KADOKAWA

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っている
だろうか１～３ GA文庫 大森藤ノ SBクリエイティブ

四月になれば彼女は 川村元気 文藝春秋

桜が咲く頃、君の隣で。 スターツ出版文庫 菊川あすか スターツ出版

いなくなれ、群青 新潮文庫nex 河野裕 新潮社

君は月夜に光り輝く ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 佐野徹夜 KADOKAWA

幸せの青い贈りもの ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 成田名璃子 KADOKAWA
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脳天気にもホドがある。 燃えドラ夫婦のリハビリ日記大矢博子 東洋経済新報社

炎上弁護士　なぜ僕が100万回の殺害予告を受
けることになたのか 唐澤貴洋 日本実業出版社

虹色のチョーク　働く幸せを実現した町工場の奇跡 小松成美 幻冬舎

看護師も涙した老人ホームの素敵な話 小島すがも 東邦出版

車いす犬ラッキー　捨てられた命と生きる 小林照幸 毎日新聞出版

弱くても勝てます　開成高校野球部のセオリー 新潮文庫 高橋秀実 新潮社

教誨師 講談社文庫 堀川惠子 講談社

神の小屋　THE SHACK ｳｨﾘｱﾑ･ﾎﾟｰﾙ･ﾔﾝｸﾞ いのちのことば社

浮世の画家 ハヤカワepi文庫 カズオ・イシグロ 早川書房

わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー・評論社

シンプルに暮らそう！ソロー『森の生活』を漫画
で読む ﾍﾝﾘｰ・ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞ・ｿﾛｰ いそっぷ社

THE LAST GIRL　イスラム国に囚われ、闘い続
ける女性の物語 TOYOKAN BOOKS ナディア・ムラドほか 東洋館出版社

ハリネズミの願い トーン・テレヘン 新潮社

いのちは贈りもの　ホロコーストを生きのびて フランシーヌ・クリストフ 岩崎書店

世界に通じるマナーとコミュニケーション 岩波ジュニア新書 横手尚子ほか 岩波書店

本当は怖い漢字の本 出口汪 水王舎

目でみることば おかべたかし　山出高士東京書籍

目でみることば ２ おかべたかし　山出高士東京書籍

目でみることば 有頂天 おかべたかし　山出高士東京書籍

悪態採録控 ちくま文庫 川崎洋 筑摩書房

ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の
大百科事典 向山貴彦ほか 幻冬舎

すべての日本人に贈る「話すため」の英文法一
億人の英文法 大西泰斗　ポール・マクベイナガセ

スポーツ医学検定　公式テキスト 日本スポーツ医学検定機構東洋館出版社

スプリント学ハンドブック　すべてのｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰ
ﾏﾝｽの基礎 日本スプリント学会 西村書店

ピーキングのためのテーパリング　'狙った試合
で最高のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを発揮するために 河森直紀 ナップ

スポーツ栄養学　科学の基礎から「なぜ？」にこ
たえる 寺田新 東京大学出版会

身になる練習法　サッカー ボールの運び方を鍛えるトレーニング浅野智久 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

卓球　回転を極める ｽﾎﾟｰﾂ極みシリーズ 村瀬勇吉 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

身になる練習法　バトミントン 年間強化ドリル 仲尾修一 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

野球勝てる投手になるドリル 差がつく練習法 堀井哲也 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

野球試合で活きる守備・走塁ドリル 差がつく練習法 西正文 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

拓ける世界 NBP　MOOK 栁田将洋 日本文化出版

トレイルズ　「道」と歩くことの哲学 A＆F　BOOKS ロバート・ムーア エイアンドエフ

大相撲決まり手大図鑑全82手 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

47都道府県・国宝/重要文化財百科 森本和男 丸善出版

四季を楽しむ壁面かざり折り紙 新宮文明 ブティック社

本格折り紙　入門から上級まで 前川淳 日貿出版社

きせつで楽しいみんなのおりがみ 新宮文明 日本文芸社

飾る・使う・贈る　カミキィの季節のおりがみ カミキィ 日本文芸社
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鉱物のお菓子　琥珀糖と洋菓子と鉱物ﾄﾞﾘﾝｸの
レシピ さとうかよこ 玄光社

一切なりゆき　樹木希林のことば 文春新書 樹木希林 文藝春秋

Lily　―日々のカケラ― 石田ゆり子 文藝春秋

いつかすべてが君の力になる 14歳の世渡り術 梶裕貴 河出書房新社

映画を撮りながら考えたこと 是枝裕和 ミシマ社

あっ！命の授業 廣済堂出版 ゴルゴ松本 廣済堂出版

うつ病九段　プロ棋士が将棋を失くした一年間 先崎学 文藝春秋

藤井聡太　天才はいかに生まれたか NHK出版新書 松本博文 NHK出版

シンデレラが語るシンデレラ 1人称童話シリーズvol.２ クゲユウジほか 高陵社書店

浦島太郎が語る浦島太郎 1人称童話シリーズvol.３ クゲユウジほか 高陵社書店

Life（ライフ） くすのきしげのり 瑞雲舎

ヒトニツイテ 五味太郎 絵本塾出版

三びきのコブタのほんとうの話 ジョン・シェスカほか 岩波書店

まないたにりょうりをあげないこと シゲタサヤカ 講談社

津波!!命を救った稲むらの火 小泉八雲　高村忠範 汐文社

津波!!稲むらの火その後 高村忠範 汐文社

ともだちや 内田麟太郎　降谷なな 偕成社

でんでんむしのかなしみ　国語が楽しくなる新美
南吉絵童話集 新美南吉　野見山　暁治星の環会

いいから いいから 長谷川義史 絵本館

みえるとかみえないとか ヨシタケシンスケ アリス館

約束のネバーランド　１～１２ ジャンプコミックス 白井カイウほか 集英社

海街diary　１～８ flowersコミックス 吉田秋生 小学館

ちはやふる　３６～３９ BE LOVE KC 末次由紀 講談社

まんがアフリカ少年が日本で育った結果 星野ルネ 毎日新聞出版

進撃の巨人空想科学読本 柳田理科雄 講談社

大家さんと僕 矢部太郎 新潮社

人生を変えるアニメ 14歳の世渡り術 池澤春菜ほか 河出書房新社

夢活！なりたい！アニメの仕事！１　アニメーター 汐文社
産業
（６） 単位と記号パーフェクトガイド

単位と記号ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲﾄﾞ
編集ﾁｰﾑ 誠文堂新光社

あいちのおかず　郷土の食材と料理 服部一景 開港舎

簡単！毎朝が楽しくなる！朝ごはんＢＥＳＴ２００ エイムック ei cooking編集部 枻出版社

日本百銘菓 NHK出版新書 中尾隆之 NHK出版

ゼロトレ　羽が生えたように軽くなる 石村友見 サンマーク出版

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット 佐久間健一 サンマーク出版

身のまわりのすごい技術大百科 雑学科学読本 涌井良幸ほか KADOKAWA

ザ・手仕上げ作業　ものづくり現場で受け継がれ
る技術と技能

豊田自動織機技術技能
ラーニングセンター 日刊工業新聞社

家電の不具合や電子部品の動作はこうしてﾁｪｯ
ｸするテスターの職人技 市川清道 技術評論社

DIYの腕前がみるみる上達する電動ドリルの職
人技 高橋甫 技術評論社

「電子工作」「電子機器修理」が、うまくなるはん
だ付けの職人技 野瀬昌治 技術評論社
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49歳未経験　すっとこ介護をはじめました! 八万介助 小学館

子どもの脳を傷つける親たち NHK出版新書 友田明美 NHK出版

その調理、９割の栄養捨ててます 世界文化社

医者が教える食事術　最強の教科書 牧田善二 ダイヤモンド社

「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる 井上伸雄 ベレ出版

気象災害から身を守る大切なことわざ 弓木春奈 河出書房新社

LＩFE　人間が知らない生き方 麻生羽呂　篠原かをり 文響社

ホモ・デウス　上下 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰとｻﾋﾟｴﾝｽの未来ﾕｳﾞｧﾙ･ﾉｱ･ﾊﾗﾘ 河出書房新社

生まれたときからせつない動物図鑑 ブルック・バーガー ダイヤモンド社

絶滅どうぶつ図鑑 ぬまがさワタリ パルコ出版

バッタを倒しにアフリカへ 光文社新書 前野ウルド浩太郎 光文社

高校生就職面接の受け方答え方　'19年版 成美堂出版

規範小六法2019　平成31年版 判例六法編修委員会 三省堂

行動経済学まんが　ヘンテコノミクス 佐藤雅彦ほか マガジンハウス

未来の年表２　人口減少日本であなたに起きる
こと 講談社現代新書 河合雅司 講談社

現代語訳　論語と算盤 ちくま新書 渋沢栄一　守屋淳 筑摩書房

新入社員の基本がわかる86のルール　不安が
自信に変わる仕事の覚え方 寺松輝彦 ダイヤモンド社

リラックスと集中を一瞬でつくるアイスブレイクベ
スト５０ 青木将幸 ほんの森出版

電車の中の迷惑なヤカラ図鑑 大崎メグミ 東京書店

伝達の整理学 ちくま文庫 外山滋比古 筑摩書房

感動経営　世界一の豪華列車「ななつ星」トップ
が明かす49の心得 唐池恒二 ダイヤモンド社

救急救命士になるには なるにはBOOKS 益田美樹 ぺりかん社

飛び立て！未来　FP技能士 （株）ノースアイランド
金融財政事情研
究会

10年後の仕事図鑑 堀江貴文　落合陽一 SBクリエイティブ

池上彰が「結婚」「お金」「仕事」についての疑問
に答えます！ TBSテレビほか KADOKAWA

老人の取扱説明書 ソフトバンク新書 平松類 SBクリエイティブ

図説 17都県放射能測定マップ＋読み解き集
2011年のあの時・いま・
未来を知る

みんなのデータサイト
マップ集編集チーム

みんなのデータサ
イト出版

新々　文化祭企画読本 高文研編 高文研

クマにあったらどうするか　アイヌ民族の最後の
狩人　姉崎等 ちくま文庫 姉崎等ほか 筑摩書房

伝説のオリンピックランナー“いだてん”金栗四
三 近藤隆夫 汐文社

西郷隆盛　手紙で読むその実像 ちくま新書 川道麟太郎 筑摩書房

卑弥呼と台与　倭国の女王たち 日本史リブレット人 １ 仁藤敦史 山川出版社

源頼朝　東国を選んだ武家の貴公子 日本史リブレット人 ２６ 高橋典幸 山川出版社

徳川綱吉　犬を愛護した江戸幕府五代将軍 日本史リブレット人 ４９ 福田千鶴 山川出版社

土方歳三と榎本武揚　幕臣たちの戊辰・箱館戦争 日本史リブレット人 ６８ 宮地正人 山川出版社

東条英機　太平洋戦争を始めた軍人宰相 日本史リブレット人 １００ 古川隆久 山川出版社

カエサル　貴族仲間に嫌われた「英雄」 世界史リブレット人 ７ 毛利晶 山川出版社

孔子　我、戦えば則ち克つ 世界史リブレット人 １０ 高木智見 山川出版社

カール大帝　ヨーロッパの父 世界史リブレット人 ２９ 佐藤彰一 山川出版社
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エリザベス女王　女王を支えた側近たち 世界史リブレット人 ５１ 青木道彦 山川出版社

ルイ14世とリシュリュー　絶対王政をつくった君
主と宰相 世界史リブレット人 ５４ 林田伸一 山川出版社

ワットとスティーヴンソン　産業革命の技術者 世界史リブレット人 ５９ 大野誠 山川出版社

ナポレオン　英雄か独裁者か 世界史リブレット人６２ 上垣豊 山川出版社

ビスマルク　ドイツ帝国の建国者 世界史リブレット人 ６５ 大内宏一 山川出版社

ナセル　アラブ民族主義の隆盛と終焉 世界史リブレット人 ９８ 池田美佐子 山川出版社

日本国紀 百田尚樹 幻冬舎

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書
公立高校教師YouTuber
が書いた 山崎圭一 SBクリエイティブ

フランス革命　歴史における劇薬 岩波ジュニア新書 遅塚忠躬 岩波書店

インカの世界を知る 岩波ジュニア新書 木村秀雄ほか 岩波書店

絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビル
日経ナショナルジ
オグラフィック社

東京さんぽ図鑑　町や建物の新しい見方を超図解 スタジオワーク 朝日新聞出版

ブラタモリ　名古屋・岐阜・彦根 ブラタモリ 15 NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA

古代ギリシアの思想家たち　知の伝統と闘争 世界史リブレット人 ６ 高畠純夫 山川出版社

かみさまは小学５年生 すみれ サンマーク出版

プラス１㎝
たった１㎝の差があなたの
世界をがらりと変える キム・ウンジュ 文響社

ジェダイの哲学　フォースの導きで運命を全うせよ ジャン=クー・ヤーガ 学研プラス

ミライの授業 瀧本哲史 講談社

自動的に夢がかなっていくブレイン・プログラミン
グ アラン・ピーズほか サンマーク出版

マスターの教え　「富と知恵と成功」をもたらす秘
訣 ジョン・マクドナルド 飛鳥新社

人工知能の核心 NHK出版新書 羽生善治ほか NHK出版

会社のパソコン仕事術マナー＆最新常識１００ 今すぐ仕えるかんたん文庫AYURA 技術評論社

イラスト図解でよくわかるＨＴＭＬ＆ＣＳＳの基礎
知識 中田亨 技術評論社

本当によくわかるJavaScriptの教科書 ENTACL GRAPHICXXX SBクリエイティブ

いまどきﾊﾟｿｺﾝ&Windows10はこんなふうにでき
ている 唯野司 技術評論社

AI vs. 教科書が読めない子どもたち 新井紀子 東洋経済新報社

システムの問題地図「で、どこから変える？」仕
えないITに振り回される悲しき景色 沢渡あまね 技術評論社

はじめよう！要件定義 羽生章洋 技術評論社

はじめよう！プロセス設計　要件定義のその前に 羽生章洋 技術評論社

はじめよう！システム設計　要件定義のその後に 羽生章洋 技術評論社

１日１ページ、読むだけで身につく世界の教養３６５ ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･S.ｷﾀﾞｰほか 文響社

失敗図鑑　すごい人ほどダメだった！ 大野正人 文響社

ギネス世界記録2019 クレイグ・グレンディ 角川ｱｽｷｰ総合研
究所

以下は寄贈図書

8 私家版　高校英語教養講座 近藤馨 文芸社

9 図書館戦争 図書館戦争シリーズ① 有川浩 KADOKAWA

9 図書館内乱 図書館戦争シリーズ② 有川浩 KADOKAWA

9 図書館危機 図書館戦争シリーズ③ 有川浩 KADOKAWA

9 図書館革命 図書館戦争シリーズ④ 有川浩 KADOKAWA

9 別冊　図書館戦争Ⅰ 図書館戦争シリーズ⑤ 有川浩 KADOKAWA

哲
学

（
１

）

総
合
・
情
報

（
０

）

※（）内数字は分類記号

伝
記
・
歴
史
・
地
理

（
２

）
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0 愛知県史通史編２　中世１ 愛知県史編さん委員会 愛知県

0 愛知県史通史編３　中世２　織豊 愛知県史編さん委員会 愛知県

0 愛知県史　別編　文化財５　工芸 愛知県史編さん委員会 愛知県

0 碧南市史料別巻十　岡本兵松物語 碧南市教育委員会 碧南市
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