
分類 書名 副書名 著者名 出版社

三月の雪は、きみの嘘 スターツ出版文庫 いぬじゅん スターツ出版

海が見える家 小学館文庫 はらだみずき 小学館

海が見える家　それから 小学館文庫 はらだみずき 小学館

十角館の殺人　〈新装改訂版〉 講談社文庫 綾辻行人 講談社

時計館の殺人　上下　〈新装改訂版〉 講談社文庫 綾辻行人 講談社

第四間氷期 新潮文庫 安部公房 新潮社

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社

八月の銀の雪 伊与原新 新潮社

桜のような僕の恋人 集英社文庫 宇山佳佑 集英社

推し、燃ゆ 宇佐美りん 河出書房新社

破局 遠野遥 河出書房新社

盤上のアルファ 講談社文庫 塩田武士 講談社

オルタネード 加藤シゲアキ 新潮社

常設展示室 原田マハ 新潮社

岸辺露伴は戯れない JUMP j BOOKS 荒木飛呂彦ほか 集英社

岸辺露伴は叫ばない JUMP j BOOKS 荒木飛呂彦ほか 集英社

首里の馬 高山羽根子 新潮社

エンド オブ ライフ 佐々涼子 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ホテルローヤル 集英社文庫 桜木紫乃 集英社

自転しながら公転する 山本文緒 新潮社

目を見て話せない 似鳥鶏 KADOKAWA

水を縫う 寺地はるな 集英社

この気持ちもいつか忘れる 住野よる 新潮社

ライオンのおやつ 小川糸 ポプラ社

密やかな結晶 講談社文庫 小川洋子 講談社

丕緒の鳥 新潮文庫 小野不由美 新潮社

白銀の墟 玄の月（一）～（四） 新潮文庫 小野不由美 新潮社

星に帰れよ 新胡桃 河出書房新社

心淋（うらさび）し川 西條奈加 集英社

凪に溺れる 青羽悠 PHP研究所

むかしむかしあるところに、死体がありました 青柳碧人 双葉社

1日10分のごほうび　NHK国際放送が選ん
だ日本の名作 双葉文庫 赤川次郎ほか 双葉社

店長がバカすぎて 早見和真 角川春樹事務所

イノセント・デイズ 新潮文庫 早見和真 新潮社

medium　霊媒探偵城塚翡翠 相沢沙呼 講談社

一人称単数 村上春樹 文藝春秋

廉太郎ノオト 谷津矢車 中央公論社

少年と犬 馳星周 文藝春秋

スター 朝井リョウ 朝日新聞出版

たかが殺人じゃないか 昭和24年の推理小説 辻真先 東京創元社

ブラックショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾 光文社
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クスノキの番人 東野圭吾 実業之日本社

水と礫 藤原無雨 河出書房新社

流浪の月 凪良ゆう 東京創元社

日蝕・一月物語 新潮文庫 平野啓一郎 新潮社

JR上野駅講演口 河出文庫 柳美里 河出書房新社

ノーマンズランド 講談社文庫 誉田哲也 講談社

僕は、そして僕たちはどう生きるか 岩波現代文庫 梨木香歩 岩波書店

ぼぎわんが、来る 角川ホラー文庫 澤村伊智 KADOKAWA

100文字SF ハヤカワ文庫 北野勇作 早川書房

欲が出ました ヨシタケシンスケ 新潮社

げいさい 会田誠 文藝春秋

ぼくの宝ばこ 少年アヤ 講談社

猫を棄てる　父親について語るとき 村上春樹 文藝春秋

男の作法 新潮文庫 池波正太郎 新潮社

無理難題が多すぎる 文春文庫 土屋賢二 文藝春秋

バカとテストと召喚獣　２～５ ファミ通文庫 井上堅二 KADOKAWA

あの日見た花の名前を僕達はまだ知らな
い。上下 角川文庫 岡田磨里 KADOKAWA

キノの旅　Ⅵ～Ⅹ 電撃文庫 時雨沢恵一 KADOKAWA

ソードアート・オンライン　21～24 電撃文庫 川原礫 KADOKAWA

魔法科高校の劣等生　32 電撃文庫 佐島勤 KADOKAWA

心にナイフをしのばせて 文春文庫 奥野修司 文藝春秋

洞窟オジさん 小学館文庫 加村一馬 小学館

不死身の特攻兵 現代新書 鴻上尚史 講談社

日本のいちばん長い日　決定版 文春文庫 半藤一利 文藝春秋

東京、はじまる 門井慶喜 文藝春秋

アーモンド ソンウォンピョン 祥伝社

春にして君を離れ 早川文庫 ｱｶﾞｻ･ｸﾘｽﾃｨｰ 早川書房

ボブという名のストリート・キャット ジェームズ・ボーエン 辰巳出版

フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ 小学館

ペスト　改版 新潮文庫 カミュ 新潮社

語彙力こそが教養である 角川新書 齋藤孝 KADOKAWA

その言い方は「失礼」です！ 幻冬舎新書 吉原珠央 幻冬舎

図解社会人の基本　敬語・話し方大全 岩下宣子 講談社

中高生からの論文入門 現代新書 小笠原喜康ほか 講談社

はじめての研究レポート作成術 岩波ジュニア新書 沼崎一郎 講談社

読解力を身につける 岩波ジュニア新書 村上慎一 岩波書店

イラストで覚えるhimeたのしい韓国語単語帳 hime 高橋書店

続英単語の語源図鑑 清水建二ほか かんき出版

英語で話せる日本図鑑 永岡書店編集部 永岡書店

語源とマンガで英単語が面白いほど覚えら
れる本 肘井学 KADOKAWA

英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 朝尾幸次郎 大修館書店

リアルな英語の９割は海外ドラマで学べる！
人気ドラマのセリフ＋
応用表現555 南谷三世 池田書店

難しいことはわかりませんが、英語が話せ
る方法を教えてください！ スティーブ・ソレイシィほか文響社
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話してみよう　旅行の英語 岩波ジュニア新書 大津幸一 岩波書店

パラリンピックと日本 田中圭太郎 集英社

バドミントンパーフェクトマスター 松野修二 新星出版社

テニスレベルアップマスター DVDでさらに上達!! 石井弘樹 新星出版社

ソッカの美術解剖学ノート ｿｸ･ｼﾞｮﾝﾋｮﾝほか オーム社

さくらももこ「ちびまる子ちゃん」を旅する 別冊太陽 太陽の地図帖編集部 平凡社

けっきょく、よはく。余白を活かしたデザイン
レイアウトの本 ingectar-e ソシム

一目で伝わる構図とレイアウト ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ編 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

知っておきたい！手書きの常識 平形精逸 東京書籍

キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン ﾏｰｸ･ｱﾛﾝｿﾝほか あすなろ書房

やきものの教科書 陶工房BOOKS 陶工房編集部 誠文堂新光社

ダーリンの進化論　わが家の仁義ある戦い 高嶋ちさ子 小学館

タヌキとキツネめちゃくちゃむずかしいまち
がいさがし アタモト 宝島社

ドームがたり 玉川大学出版部　　　　　　　　　　アーサー・ビナード作スズキコージ画玉川大学出版部

100日後に死ぬワニ きくちゆうき 小学館

会いたくて会いたくて 室井滋ほか 小学館

絵本作家のブルース 長谷川義史 読書サポート

100歳までに読みたい100の絵本 木村民子 亜紀書房

きょうの猫村さん　１～３ マガジンハウス文庫 ほしよりこ マガジンハウス

銀の匙　15 荒川弘 小学館

はじめアルゴリズム　４～１０ モーニングKC 三原和人 講談社

アオアシ　１～１０ ビッグコミックス 小林有吾ほか 小学館

ドラえもん　第0巻 てんとう虫コミックス 藤子・F・不二雄 小学館

約束のネバーランド　１８～２０ ジャンプコミックス 白井カイウほか 集英社

ちはやふる　４４・４５ BE LOVE 末次由紀 講談社

ダム大百科 萩原雅紀 実業之日本社

日本人建築家が建てた海外の美しい建築 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

つづくをつくる　ロングライフデザインの秘密 ナガオカケンメイ 日経BP

材料2つから作れる！魔法のてぬきおやつ てぬキッチン ワニブックス

リュウジ式悪魔のレシピ リュウジ ライツ社

A CURIOUS HISTORY　数学大百科 ジョエル・レビー ニュートン・プレス

数学の世界　現代編 ニュートンムック ニュートン・プレス

目で見る数字 岡部敬史ほか 東京書籍

微分と積分　改訂第２版 Newton別冊 ニュートン・プレス

Newtonライト2.0　統計　確率編 ニュートンムック ニュートン・プレス

Newtonライト2.0　対数 ニュートンムック ニュートン・プレス

じしゃくのふしぎ みつけようかがく ﾌﾗﾝｸﾘﾝ・M・ﾌﾞﾗﾝﾘｰ 福音館書店

日常の不思議を物理学で知る 松原隆彦 山と渓谷社

見えない絶景　深海底巨大地形 ブルーバックス 藤岡換太郎 講談社

若い読者に贈る美しい生物学講義 感動する生命のはなし更科功 ダイヤモンド社

若い読者のための「種の起源」 チャールズ・ダーウィンほかあすなろ書房

スマホを捨てたい子どもたち ポプラ新書 山極寿一 ポプラ社

飼育　栽培 学研の図鑑LIVEポケット 学研プラス

全種ﾘｱﾙ写真付き　釣れる怪魚図鑑完全ｶﾞｲﾄﾞ 小塚拓矢 笠倉出版社

へんなおさかな　竹島水族館の魚歴書 小林龍二 あさ出版
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スマホ脳 新潮選書 ｱﾝﾃﾞｼｭ･ﾊﾝｾﾝ 新潮社

食と健康のための免疫学入門 人と食と自然シリーズ１上野川修一ほか 建帛社

人類と感染症の歴史 加藤茂孝 丸善出版

続　人類と感染症の歴史 加藤茂孝 丸善出版

わかってほしい！子ども・思春期の頭痛 藤田光江 南山堂

世界のニュースを日本人は何も知らない 2 ﾜﾆﾌﾞｯｸｽPLUS新書 谷本真由美 ワニブックス

緊急提言パンデミック ﾕｳﾞｧﾙ･ﾉｱ･ﾊﾗﾘ 河出書房新社

父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでも
なくわかりやすい経済の話。 ﾔﾆｽ･ﾊﾞﾙﾌｧｷｽ ダイヤモンド社

移民の世界史 ﾛﾋﾞﾝ･ｺｰｴﾝ 東京書籍

ザシキワラシと婆さま夜語り 佐々木喜善 河出書房新社

これからの会社員の教科書 田端晋太郎 SBクリエイティブ

AIエンジニアになるには なるにはBOOKS 丸山恵 ぺりかん社

仕事本　わたしたちの緊急事態日記 左右社編集部 左右社

ゲーム業界で働く なるにはBOOKS 小杉眞紀ほか ぺりかん社

なぜ僕らは働くのか 池上彰監修 学研プラス

高校生の就職活動オールガイド　'21年版 成美堂出版

中高生からの防犯　活かそうコミュ力！ なるにはBOOKS別巻 武田信彦 ぺりかん社

高すぎ？安すぎ？モノのねだん事典 大澤裕司ほか ポプラ社

ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩 岩波書店

The Young Women'S Handbook　女の子、ど
う生きる？ 山内マリコ 光文社

あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山至貴 WAVE出版

男子が10代のうちに考えておきたいこと 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書 田中俊之 岩波書店

Q&A生活保護ケースワーク支援の基本 よくわかる生活保護ガイドブック2吉永純ほか 明石書店

「もしも」のときに役立つ！防災クッキング１ 今泉マユ子 フレーベル館

発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類 KADOKAWA

教員という仕事　なぜ「ブラック化」したのか 朝日新書 朝比奈なを 朝日新聞出版

「ハッピーな部活」のつくり方 岩波ジュニア新書 中澤篤史ほか 岩波書店

マリアテレジアとヨーゼフ2世　ハプスブル
グ、栄光の立役者 世界史リブレット 人56 稲野強 山川出版社

永楽帝　明朝第二の創業者 世界史リブレット 人38 荷見守義 山川出版社

ティムール　草原とオアシスの覇者 世界史リブレット 人36 久保一之 山川出版社

サラディン　イェルサレム奪回 世界史リブレット 人24 松田俊道 山川出版社

ケマル・アタチュルク　トルコ国民の父 世界史リブレット 人86 設楽圀廣 山川出版社

ド・ゴール　偉大さへの意思 世界史リブレット 人96 渡辺和行 山川出版社

ピョートル大帝　西欧に憑かれたツァーリ 世界史リブレット 人57 土肥恒之 山川出版社

ホメイニー　イラン革命の祖 世界史リブレット 人100冨田健次 山川出版社

武帝　始皇帝をこえた皇帝 世界史リブレット 人12 冨田健之 山川出版社

レーニン　二十世紀共産主義運動の父 世界史リブレット 人73 和田春樹 山川出版社

マンガ三国志Ⅰ　劉備と諸葛孔明 吉川英治ほか 飛鳥新社

マンガ三国志Ⅱ　赤壁の戦いと三国の攻防 吉川英治ほか 飛鳥新社

図説　十字軍 ふくろうの本 櫻井康人 河出書房新社

常識なのに！大人も答えられない都道府
県のギモン 　　 村瀬哲史 宝島社

名古屋のトリセツ 日経ﾌﾟﾚﾐｱｼﾘｰｽﾞ 日本経済新聞社

愛するということ エーリッヒ・フロム 紀伊國屋書店
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快楽主義の哲学 文春文庫 澁澤達彦 文藝春秋

図解自分を操る超集中力 ＤａｉＧｏ かんき出版

何でも「続く人」と「続かない人」の習慣 伊藤良 明日香出版社

メモの魔力 前田裕二 幻冬舎

もう投げ出さない！続けるチカラ 日本図書ｾﾝﾀｰ

神社に秘められた日本史の謎 宝島社新書 古川順弘 宝島社

プレゼン資料のデザイン図鑑 前田鎌利 ダイヤモンド社

社会に出るあなたに伝えたいなぜ読解力
が必要なのか？ 講談社+α文庫 池上彰 講談社

ギネス世界記録2021 クレイグ・グレンディ 角川ｱｽｷｰ総合研究所

レッドデータブックあいち2020　植物編 愛知県環境調査センター編愛知県環境調査ｾﾝﾀｰ

レッドデータブックあいち2020　動物編 愛知県環境調査センター編愛知県環境調査ｾﾝﾀｰ

芸処名古屋 名古屋市

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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