
分類 書名 副書名 著者名 出版社

そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋

54字の物語
意味がわかるとゾクゾ
クする超短編小説

氏田雄介ほか PHP研究所

10 －ｔｅｎ－　俺たちのキックオフ 実業之日本社文庫 堂場瞬一 実業之日本社

5分後に意外な結末ベスト・セレクション 講談社文庫 桃戸ハル 講談社

あずかりやさん ポプラ文庫 大山淳子 ポプラ社

いまさら翼といわれても 角川文庫 米澤穂信 KADOKAWA

本と鍵の季節 米澤穂信 集英社

この世にたやすい仕事はない 新潮文庫 津村記久子 新潮社

この川のむこうに君がいる 濱野京子 理論社

つみびと 山田詠美 中央公論新社

ノースライト 横山秀夫 新潮社

ヒッキーヒッキーシェイク ハヤカワ文庫JA 津原泰水 早川書房

ブロードキャスト 湊かなえ KADOKAWA

絶唱 新潮文庫 湊かなえ 新潮社

落日 湊かなえ 角川春樹事務所

むらさきのスカートの女 今村夏子 朝日新聞出版

よもつひらさか 集英社文庫 今邑彩 集英社

リレキショ 川出文庫 中村航 河出書房新社

愛なき世界 三浦しをん 中央公論新社

渦　妹背山婦女定結び訓 大島真寿美 文藝春秋

希望の糸 東野圭吾 講談社

玉依姫 文春文庫 阿部智里 文藝春秋

空棺の烏 文春文庫 阿部智里 文藝春秋

弥栄の烏 文春文庫 阿部智里 文藝春秋

献灯使 講談社文庫 多和田葉子 講談社

鹿の王　水底の橋 上橋菜穂子 KADOKAWA

小説　言の葉の庭 角川文庫 新海誠 KADOKAWA

新章神様のカルテ 夏川草介 小学館

神様のみなしご ハルキ文庫 川島誠 角川春樹事務所

青少年のための小説入門 久保寺健彦 集英社

線は、僕を描く 砥上裕將 講談社

代償 角川文庫 伊岡瞬 KADOKAWA

展望台のラプンツェル 宇佐美まこと 光文社

熱源 川越宗一 文藝春秋

背高泡立草 古川真人 集英社

百花 川村元気 文藝春秋

崩れる脳を抱きしめて 知念実希人 実業之日本社

夜行 小学館文庫 森見登美彦 小学館

十二大戦 西尾維新 集英社

零崎軌識の人間ノック 講談社文庫 西尾維新 講談社

零崎双識の人間試験 講談社ノベルズ 西尾維新 講談社

掟上今日子の備忘録 講談社文庫 西尾維新 講談社
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ウチら棺桶まで永遠のランウェイ kemio KADOKAWA

寂聴 九十七歳の遺言 朝日新書 瀬戸内寂聴 朝日新聞出版

大事なものは見えにくい 角川ソフィア文庫 鷲田清一 角川学芸出版

知の旅は終わらない　僕が3万冊を読み100
冊を書いて考えてきたこと

文芸新書 立花隆 文藝春秋

この素晴らしい世界に祝福を！６～１６ 角川スニーカー文庫 暁なつの KADOKAWA

魔法科高校の劣等生 ２４～２８ 電撃文庫 佐島勤 KADOKAWA

キノの旅Ⅱ～Ⅴ 電撃文庫 時雨沢恵一 KADOKAWA

ブラック・ブレット　神を目指した者たち 電撃文庫 神崎紫電 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ

青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を
見ない

電撃文庫 鴨志田一 KADOKAWA

絶対城先輩の妖怪学講座 ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 峰守ひろかず ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ

ヒマラヤに学校をつくる 吉岡大祐 旬報社

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社

悔悟　オウム真理教元信徒 広瀬健一の手記 広瀬健一 朝日新聞出版

82年生まれ、キム・ジョン チョ・ナムジュ 筑摩書房

図説アラビアンナイト　新装版 ふくろうの本 西尾哲夫 河出書房新社

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ　あなたがくれた憎しみ 海外文学ｺﾚｸｼｮﾝ６ アンジー・トーマス 岩崎書店

マッチ売りの少女/人魚姫　アンデルセン傑作集 新潮文庫 アンデルセン 新潮社

翻訳できない世界のことば ｴﾗ･ﾌﾗﾝｼｽ･ｻﾝﾀﾞｰｽ　前田まゆみ訳 創元社

同時通訳者の頭の中 祥伝社黄金文庫 関谷英里子 祥伝社

国語が変わる　答えは「探す」から「創る」へ
わが子の学力を伸ばす方法

出口汪 水王舎

「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる東
大作文

西岡壱誠 東洋経済新報社

現代文の勉強法をはじめからていねいに 出口汪 ナガセ

「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東
大読書

西岡壱誠 東洋経済新報社

はじめての中国語　〈入門者必須〉 石下景教 Jリサーチ出版

英単語の語源図鑑 清水建二ほか かんき出版

ポジティブになれる英語名言101 岩波ジュニア新書 小池直己ほか 岩波書店

世界の名作でわかりやすく中学英語 SAKURA MOOK28 エディット 笠倉出版社

海外ドラマはたった350の単語でできている Cozy 西東社

基本の78パターンで英会話フレーズ800 伊藤太ほか 西東社

デイリー日葡英辞典 武田千香 三省堂

メンタル強化メゾット45　スポーツで120％の
力を出す

浮世満理子 実業之日本社

いちばん新しいテニス上達メソッド ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾚｯｽﾝﾌﾞｯｸ 緑が丘テニスガーデン 実業之日本社

テニススキルアップマスター 石井弘樹 新星出版社

バスケットボール　判断力を高めるトレーニ
ングブック

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

まんがでわかるラグビーが面白くなる本 今泉清ほか 小学館

ラグビーW杯２０１９桜の証言。完全保存版 Number PLUS 文藝春秋

ラグビーの戦い方 土井崇司 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

ロシアワールドカップ観戦ガイド　直前版 TAC出版ワールドカップPJ TAC(株)出版事業部
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開き直る権利　侍ジャパンを率いた1278日
の記録

小久保裕紀 朝日新聞出版

勝負師の極意 双葉文庫 武豊 双葉社

フランス人がときめいた日本の美術館 ソフィー・リチャードほか 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

一生に一度は行きたい日本の世界遺産 TJMOOK 宝島社

もっと夢中になる！トランプの本 草場純 主婦の友社

ころべばいいのに ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

モーツアルトはおことわり マイケル・モーパーゴほか 岩崎書店

SMILE　美しすぎる人類図鑑 近藤大真 大和書房

うめ版　新明解国語辞典×梅佳代 梅佳代 三省堂

COCOON 今日マチ子 秋田書店

あさドラ！ Volume1・２ ビッグコミックス 浦沢直樹 小学館

ちはやふる４１～４３ BE LOVE KC 末次由紀 講談社

はじめアルゴリズム　１～３ モーニングKC 三原和人 講談社

ヘタリア Ｗｏｒｌｄ☆Ｓｔａｒｓ　１・３・４ ジャンプコミックス 日丸屋秀和 集英社

約束のネバーランド１３～１７ ジャンプコミックス 白井カイウ 集英社

グッズ制作のアイデア事典 スタジオハード SBクリエイティブ

ディズニーに行く前に知っておくと得する66
の知識

みっこ 文響社

みそさえあれば。 日東書院本社

みそ汁はおかずです 瀬尾幸子 学研プラス

ゆーママの“何度も作ってたどり着いた”か
んたん焼き菓子レシピ

松本有美 KADOKAWA

一日がしあわせになる朝ごはん 小田真規子 文響社

日本一美味しい手抜きごはん はらぺこグリズリー KADOKAWA

誰かに教えたくなる道路のはなし SBビジュアル新書 浅井建爾 SBクリエイティブ

ゴミ清掃員の日常 滝沢秀一ほか 講談社

SDGs入門 日経文庫 村上芽ほか 日本経済新聞社

プラスチック・フリー生活 シャンタル・プラモンドンほか NHK出版

段ボールはたからもの　偶然のアップサイクル 島津冬樹 柏書房

超ワイド&精密図解 日本海軍艦艇図鑑 歴史群像編集部 学研プラス

たたら製鉄の歴史 歴史文化ライブラリー 角田徳幸 吉川弘文館

食物アレルギーキャラクター図鑑 赤澤晃ほか 日本図書センター

ガンの新しい治療法 ﾄｩﾘｵ･ｼﾓﾝﾁｰﾆ　世古口裕司 現代書林

ズボラでも中性脂肪とコレステロールがみ
るみる下がる47の方法

岡部正 アスコム

長友佑都のファットアダプト食事法　カラダ
を劇的に変える、28日間プログラム

長友佑都 幻冬舎

毒消し食　あらゆる不調をなくす 小垣佑一郎　 ｱﾁｰﾌﾞﾒﾝﾄ出版

ひとすじの光 写真科学絵本 ウォルター・ウィック 小学館

ことばにできない宇宙のふしぎ ｴﾗ･ﾌﾗﾝｼｽ･ｻﾝﾀﾞｰｽ　前田まゆみ訳 創元社

リアルサイズ古生物図鑑　古生代編 土屋健ほか 技術評論社

アフターマン　人類滅亡後の動物の図鑑 ドゥーガル・ディクソン 学研プラス

ビッグ・クエスチョン　〈人類の難問〉に答えよう スティーヴン・ホーキング NHK出版

新装版　数学読本１～４ 松阪和夫 岩波書店

日常にひそむうつくしい数学 冨島佑允 朝日新聞出版
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黄金比　秘められた数の不思議 ゲイリー・B・マイスナー　赤尾秀子訳 創元社

ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 微分積分 木村直之ほか ニュートンプレス

ニュートン式 超図解 最強に面白い!! 統計 木村直之ほか ニュートンプレス

ニュートン式 超図解 最強に面白い!!確率 今野紀雄 ニュートンプレス

工場で働く人たち しごと場見学！ 松井大助 ぺりかん社

自動車整備士 なるにはBOOKS25 広田民郎 ぺりかん社

消防官になるには なるにはBOOKS 益田美樹 ぺりかん社

美容師・理容師 なるにはBOOKS5 大岳美帆ほか ぺりかん社

政治の絵本　学校で教えてくれない選挙の話 たかまつなな 弘文堂

教養として知っておきたい地政学 かみゆ歴史編集部 ナツメ社

こども六法 山崎聡一郎ほか 弘文堂

僕らが生きているよのなかのしくみは「法」
でわかる

13歳からの法学入門 遠藤研一郎 大和書房

FACTFULNESS　10の思い込みを乗り換
え、ﾃﾞｰﾀを基に世界を正しく見る習慣

ﾊﾝｽ･ﾛｽﾘﾝｸﾞほか 日経BP社

ザ・ママの研究 よりみちパン！セ 信田さよ子 新曜社

“今”からできる！日常防災 永田宏和ほか 池田書店

ボランティアをやりたい！ 岩波ジュニア新書 さだまさしほか 岩波書店

図解日本人なら知っておきたいしきたり大全 岩下宣子 講談社

ケーキの切れない非行少年たち 新潮選書 宮口幸治 新潮社

学校がするソーシャルスキル・トレーニング 曽山和彦 明治図書出版

気になる子に伝わる言葉の“番付表” 曽山和彦 明治図書出版

親から子へかかわりの糸を結ぶ21の言葉 曽山和彦 文渓堂

超効率勉強法　最短の時間で最大の成果
を手に入れる

ﾒﾝﾀﾘｽﾄDaiGo Gakken

ニッポンを解剖する！名古屋東海図鑑 JTBパブリッシング

地球の歩き方　アメリカ西海岸 2020～21 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社

新書アフリカ史 現代新書 宮本正興ほか 講談社

国旗と国章図鑑 苅安望 世界文化社

グレタ　たったひとりのストライキ ﾏﾚｰﾅ&ﾍﾞｱﾀ･ｴﾙﾝﾏﾝほか 海と月社

ハンムラビ王 世界史リブレット人１ 中田一郎 山川出版社

西太后 世界史リブレット人７６ 深津秀男 山川出版社

チャーチル 世界史リブレット人９７ 木畑洋一 山川出版社

倭の五王　５世紀の東ｱｼﾞｱと倭王群像 日本史リブレット人２ 森公章 山川出版社

蘇我大臣家　倭王権を支えた雄族 日本史リブレット人３ 佐藤長門 山川出版社

大伴家持 日本史リブレット人１０ 鐘江宏之 山川出版社

源義家　天下第一の武勇の市 日本史リブレット人２２ 野口実 山川出版社

奥州藤原三代　北方の覇者から平泉幕府
構想へ

日本史リブレット人２３ 斉藤利男 山川出版社

平清盛 日本史リブレット人２５ 上杉和彦 山川出版社

足利尊氏と足利直義　動乱のなかの権威確立 日本史リブレット人３６ 山家浩樹 山川出版社

足利義満 日本史リブレット人３９ 伊藤喜良 山川出版社

北条早雲　新しい時代の扉を押し開けた人 日本史リブレット人４２ 池上裕子 山川出版社

フランシスコ＝ザビエル 日本史リブレット人４４ 浅見雅一 山川出版社

徳川吉宗 日本史リブレット人５１ 大石学 山川出版社

大久保利通 日本史リブレット人７２ 佐々木克 山川出版社
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渋沢栄一 日本史リブレット人８５ 井上潤 山川出版社

原敬 日本史リブレット人９４ 季武嘉也 山川出版社

美濃部達吉と吉野作造 日本史リブレット人９５ 古川江里子 山川出版社

哲学と宗教全史 出口治明 ダイヤモンド社

フェイクニュースを科学する　拡散するデ
マ、陰謀論、プロパガンダのしくみ

DOJN選書 笹原和俊 化学同人

「死」とは何か？イェール大学で23年連続
の人気講義

シェリー・ケーガン　柴田裕之訳 文響社

ツキを呼ぶ手相占い　新装版 NEW HAND BOOK エイ出版社

「空気」を読んでも従わない　息苦しさからラ
クになる

岩波ジュニア新書 鴻上尚史 岩波書店

HAPPINESS IS… ﾘｻ･ｽｳｪｰﾘﾝｸﾞほか 文響社

よのなかルールブック 高濱正伸　林ユミ絵 日本図書センター

本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 齊藤孝 誠文堂新光社

創作者のためのファンタジー世界事典 幻想世界探究倶楽部 学研プラス

日本の神話　第１巻　くにのはじまり 赤羽末吉ほか あかね書房

日本の神話　第２巻　あまのいわと 赤羽末吉ほか あかね書房

日本の神話　第３巻　やまたのおろち 赤羽末吉ほか あかね書房

日本の神話　第４巻　いなばのしろうさぎ 赤羽末吉ほか あかね書房

日本の神話　第５巻　すさのおとおおくにぬし 赤羽末吉ほか あかね書房

日本の神話　第６巻　うみさちやまさち 赤羽末吉ほか あかね書房

勉強の哲学 千葉雅也 文藝春秋

Cの絵本　第２版　'C言語が好きになる新し
い9つの扉 (株)アンク 翔泳社

読書する人だけがたどり着ける場所 SB新書 齊藤孝 SBクリエイティブ

本屋がアジアをつなぐ 石橋毅史 ころから

ギネス世界記録2020 クレイグ・グレンディ 角川ｱｽｷｰ総合研究所

〈ユネスコ無形文化遺産登録記念〉　亀崎
潮干祭写真集

～昭和の記憶、平成
の復古、その先～

亀崎潮干祭保
存会・代参会

愛知県史　通史編４　近世１　　　　　 愛知県史編さん委員会 愛知県

愛知県史　通史編５　近世２　　　　　 愛知県史編さん委員会 愛知県

愛知県史　通史編８　近世３　　　　　 愛知県史編さん委員会

愛知県史　通史編９　現代　　　　　 愛知県史編さん委員会 愛知県

愛知県史　通史編10　年表・索引　　　　　 愛知県史編さん委員会 愛知県

香嵐渓　秋のシンフォニー 川合久司写真集 川合久司 白久商店

碧南市史料　別巻十一　齋藤倭助物語
前浜新田と、碧南の土
地が広がっていく歴史 碧南市教育委員会

碧南市史料第72集　鷲塚城主水野忠重と
片山家 碧南市教育委員会
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※（）内数字は分類記号

哲
学
・
神
話

(

１

)

総
合
・
情
報

(

０

)

5


