
分野 書名 著者 出版社 請求記号
日本の小説 ナンバー 相場　英雄／著 双葉社 F ｱｲ

かけおちる 青山　文平／著 文藝春秋 F ｱｵ
東京プリズン 赤坂　真理／著 河出書房新社 F ｱｶ
花宴 あさの　あつこ／著 朝日新聞出版 F ｱｻ
烏に単は似合わない 阿部　智里／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ
クエーサーと１３番目の柱 阿部　和重／著 講談社 F ｱﾍﾞ
ロスジェネの逆襲 池井戸　潤／著 ダイヤモンド社 F ｲｹ
チャボとウサギの事件 岩崎　夏海／著 文藝春秋 F ｲﾜ
東京タワーが見えますか。 江上　剛／著 講談社 F ｴｶﾞ
定年待合室 江波戸　哲夫／著 潮出版社 F ｴﾊﾞ
応仁秘譚抄 岡田　秀文／著 光文社 F ｵｶ
最果てアーケード 小川　洋子／著 講談社 F ｵｶﾞ
花のさくら通り 荻原　浩／著 集英社 F ｵｷﾞ
ふくろう 梶　よう子／著 講談社 F ｶｼﾞ
竹島 門井　慶喜／著 実業之日本社 F ｶﾄﾞ
雲の王 川端　裕人／著 集英社 F ｶﾜ
リセット　４ 如月　ゆすら／〔著〕 アルファポリス F ｷｻ 4
綾香 黒野　伸一／著 光文社 F ｸﾛ
鉄のあけぼの　下 黒木　亮／著 毎日新聞社 F ｸﾛ 2
二重生活 小池　真理子／著 角川書店 F ｺｲ
夏休みの拡大図 小島　達矢／著 双葉社 F ｺｼﾞ
消防女子！！ 佐藤　青南／著 宝島社 F ｻﾄ
ともにがんばりましょう 塩田　武士／著 講談社 F ｼｵ
夢より短い旅の果て 柴田　よしき／著 角川書店 F ｼﾊﾞ
わたしがいなかった街で 柴崎　友香／著 新潮社 F ｼﾊﾞ
大幽霊烏賊 首藤　瓜於／著 講談社 F ｼﾕ
氷の秒針 大門　剛明／著 双葉社 F ﾀﾞｲ
エリートの転身 高杉　良／著 光文社 F ﾀｶ
父、断章 辻原　登／著 新潮社 F ﾂｼﾞ
迷宮 中村　文則／著 新潮社 F ﾅｶ
カミカゼ 永瀬　隼介／著 幻冬舎 F ﾅｶﾞ
旅立ち寿ぎ申し候 永井　紗耶子／著 小学館 F ﾅｶﾞ
チマチマ記 長野　まゆみ／著 講談社 F ﾅｶﾞ
不滅の書 萩　耿介／著 中央公論新社 F ﾊｷﾞ
ハチミツ 橋本　紡／著 新潮社 F ﾊｼ
ひなこまち 畠中　恵／著 新潮社 F ﾊﾀ
螺法四千年記 日和　聡子／著 幻戯書房 F ﾋﾜ
特殊警備隊ブラックホーク 福田　和代／著 幻冬舎 F ﾌｸ
雷の波濤 船戸　与一／著 新潮社 F ﾌﾅ
歌え！多摩川高校合唱部 本田　有明／著 河出書房新社 F ﾎﾝ
川の光　外伝 松浦　寿輝／著 中央公論新社 F ﾏﾂ
清須会議 三谷　幸喜／著 幻冬舎 F ﾐﾀ
残月あそび 村松　友視／著 河出書房新社 F ﾑﾗ
壺の町 望月　諒子／著 光文社 F ﾓﾁ
嵐のピクニック 本谷　有希子／著 講談社 F ﾓﾄ
大尾行 両角　長彦／著 光文社 F ﾓﾛ

外国の小説 尐年は残酷な弓を射る　上・下 ライオネル・シュライヴァー／著 イースト・プレス 933 ｼﾕ
ジョン万次郎 マーギー・プロイス／著 集英社 933 ﾌﾟﾛ

文庫 吼える魔竜の捕喰作法（バルバクア）　〔１〕 内堀　優一／著 ホビージャパン B F ｳﾁ 1
宮廷神官物語 榎田　ユウリ／〔著〕 角川書店 B F ｴﾀﾞ



文庫 死神姫の再婚　〔１４〕 小野上　明夜／〔著〕 エンターブレイン B F ｵﾉ 14

蒼の狼は華を愛でる 岐川　新／〔著〕 角川書店 B F ｷｶﾞ
問題児たちが異世界から来るそうですよ？　〔５〕 竜ノ湖太郎／著 角川書店 B F ﾀﾂ 5
ビブリア古書堂の事件手帖　３ 三上　延／〔著〕 アスキー・メディアワークス B F ﾐｶ 3
首の姫と首なし騎士　〔４〕 睦月　けい／〔著〕 角川書店 B F ﾑﾂ 4
東方妖遊記　〔１０〕 村田　栞／〔著〕 角川書店 B F ﾑﾗ 10

ひらめく欠片に希え 結城　光流／〔著〕 角川書店 B F ﾕｳ
２０２２－これから１０年、活躍できる人の条件 神田　昌典／著 ＰＨＰ研究所 159
乱世の名将治世の名臣 中村　彰彦／著 講談社 210.0
台湾海峡一九四九 龍　應台／著 白水社 222

伝記 生きる。 石黒　和義／著 財界研究所 281
ＴＯＫＹＯ初夜ものがたり 梯　久美子／著 角川書店 281
美人伝心 有吉　玉青／〔ほか著〕 講談社 281

社会科学 ２０３３年地図で読む未来世界 ヴィルジニー・レッソン／著 早川書房 304
税務署の裏側 松嶋　洋／著 東洋経済新報社 345
日本一かんたん！フリーのための確定申告ガイド はにわ　きみこ／著 情報センター出版局 345
空き家急増の真実 米山　秀隆／著 日本経済新聞出版社 365
超高齢社会 高橋　元／監修 中央経済社 367
ネゴシエイター ベン・ロペス／著 柏書房 368
縁日ゲーム大集合 山本　和子／著 チャイルド本社 376
死んだあとのお金の話 中村　麻美／著 すばる舎 385

自然科学 地球博物学大図鑑 スミソニアン協会／監修 東京書籍 R 460
海藻 阿部　秀樹／写真 誠文堂新光社 474
道ばたのイモムシケムシ 川上　洋一／文・構成 東京堂出版 R 486
お灸のすすめ お灸普及の会／編 池田書店 492
イラストでわかる脳卒中 下　正宗／監修 法研 493
脳梗塞が怖い！心房細動（不整脈）は今すぐ治せ 作地　岩男 ふく書房 493

技術 鉄道レア車両大百科 レア車両研究会／編著 廣済堂出版 536
宇宙へ「出張」してきます 古川　聡／著 毎日新聞社 538
原発への非服従 鶴見　俊輔／著 岩波書店 539
ＰＣ自作の鉄則！　２０１２ 日経ＷｉｎＰＣ／編 日経ＢＰ社 548 12
トコトンやさしいエコ・デバイスの本 鈴木　八十二／編著 日刊工業新聞社 549
女は６０歳からが一番！ 谷島　せい子／著 講談社 590
定年後破産しないために今やるべき３つのこと 深田　晶恵／著 すばる舎 591
色鮮やかに押し花づくり 柳川　昌子／著 ＮＨＫ出版 594
結び大百科 ブティック社 594

料理 聖路加国際病院の愛情健康レシピ 聖路加国際病院／著 永岡書店 596
ティーマがあれば ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 596
３歳までにやっておきたい育児法ベスト３０ マルコ社／編 マルコ社 599

園芸・ペット 盆栽のいろは ユーキャン小品盆栽研究会／編 ユーキャン学び出版 627
犬はあなたをこう見ている ジョン・ブラッドショー／著 河出書房新社 645

芸術 リスベート・ツヴェルガーの世界 リスベート・ツヴェルガー／著 ＢＬ出版 726
絵本作家のアトリエ　１ 福音館書店母の友編集部／著 福音館書店 726 1
恒子の昭和 笹本　恒子／写真・文 小学館 748
家元探訪 河村　常雄／著 出版研究センター 772
高峰秀子人として女優として 貴田　庄／著 朝日新聞出版 778 ﾀｶ
体が硬い人のためのストレッチ 荒川　裕志／著 ＰＨＰ研究所 781
子どもと楽しむ山歩き 上田　泰正／著 山と溪谷社 786

エッセイ 学生時代にやらなくてもいい２０のこと 朝井　リョウ／著 文藝春秋 914 ｱｻ
だから図書館めぐりはやめられない 内野　安彦／著 ほおずき書籍 914 ｳﾁ
定義集 大江　健三郎／著 朝日新聞出版 914 ｵｵ
惜櫟荘だより 佐伯　泰英／著 岩波書店 914 ｻｴ
もう、忘れたの？ 酒井　順子／著 講談社 914 ｻｶ
よみがえる力は、どこに 城山　三郎／著 新潮社 914 ｼﾛ
烈しい生と美しい死を 瀬戸内　寂聴／著 新潮社 914 ｾﾄ
やりたいことは二度寝だけ 津村　記久子／著 講談社 914 ﾂﾑ
私の箱子（シャンズ） 一青　妙／著 講談社 914 ﾋﾄ
「すべてを引き受ける」という思想 吉本　隆明／著 光文社 914 ﾖｼ



エッセイ 余命半年から生きてます！ 相河　ラズ／著 幻冬舎 916 ｱｲ
毎日やらかしてます。 沖田　×華／著 ぶんか社 916 ｵｷ
感じて歩く 三宮　麻由子／著 岩波書店 916 ｻﾝ

児童書（読物） 忍たま乱太郎　〔５５〕 尼子　騒兵衛／原作 ポプラ社 F ｱﾏ 55
ルルとララのしらたまデザート あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店 F ｱﾝ
ねこの手かします　〔３〕 内田　麟太郎／作 文研出版 F ｳﾁ 3
１２月の夏休み 川端　裕人／作 偕成社 F ｶﾜ
まぼろしの薬売り 楠　章子／作 あかね書房 F ｸｽ
八月の光 朽木　祥／作 偕成社 F ｸﾂ
あなたはだあれ？ こはら　裕子／作 小学館 F ｺﾊ
ジョイ子とサスケ さとう　まきこ／作 ポプラ社 F ｻﾄ
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記　４７ なすだ　みのる／作 ひくまの出版 F ﾅｽ 47
オバケの長七郎 ななもり　さちこ／作 福音館書店 F ﾅﾅ
キリンちゃん 花形　みつる／作 学研教育出版 F ﾊﾅ
ドラキュラなんてなりたくない！！ 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ
魔法屋ポプル　ドキドキ魔界への旅 堀口　勇太／作 ポプラ社 F ﾎﾘ
シャインロード 升井　純子／著 講談社 F ﾏｽ
おばけはみんなのみかたです むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ
アオは戦場に行った 横田　ひろ子／著 らくだ出版 F ﾖｺ
アルプスの救助犬バリー メアリー・ポープ・オズボーン／著 メディアファクトリー 933 ｵｽﾞ
スパイガール　ｅｐｉｓｏｄｅ４ アリー・カーター／作 理論社 933 ｶﾀ 4
スター★ネズミのひみつ ルーシー・ダニエルズ／作 ほるぷ出版 933 ﾀﾞﾆ
ヒックとドラゴン　９ ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 小峰書店 933 ﾊﾄﾞ 9
名犬ボニーはマルチーズ　１ ベル・ムーニー／作 徳間書店 933 ﾑﾆ 1
りっぱな兵士になりたかった男の話 グイード・スガルドリ／著 講談社 973 ｽｶﾞ
ルンピ・ルンピ　３ シルヴィア・ロンカーリア／文 集英社 973 ﾛﾝ 3

児童書（知識） 恐怖１５０％！！超こわい話スペシャル版 絹華／作 ポプラ社 147
介助犬を育てる尐女たち 大塚　敦子／著 講談社 327
災害救助犬レイラ 井上　こみち／著 講談社 369
日本列島の大研究 猪郷　久義／監修 ＰＨＰ研究所 450
こおり 前野　紀一／文 福音館書店 451
岩石・鉱物・化石 萩谷　宏／指導・監修・執筆 小学館 R 458
じゅえきレストラン 新開　孝／写真・文 ポプラ社 486
ものまね名人ツノゼミ 森島　啓司／文・写真 福音館書店 486
クジラ・イルカのなぞ９９ 水口　博也／文・写真 偕成社 489
暮らしに生かされている宇宙の技術大研究 山崎　直子／監修 ＰＨＰ研究所 538
母と子でたのしく遊べるかんたんおりがみ 丹羽　兌子／著 ナツメ社 754
オリンピックヒーローたちの物語 大野　益弘／著 ポプラ社 780
まじめにふまじめかいけつゾロリおやじギャグ大百科 原　ゆたか／原作・監修 ポプラ社 807
道しるべ 瀬戸内　寂聴／著 講談社 910 ｾﾄ
中学生までに読んでおきたい哲学　４ 松田　哲夫／編 あすなろ書房 914 4

絵本 おもいのたけ きむら　ゆういち／文 えほんの杜 E ｴﾎ
ゆうだち あき　びんご／作 偕成社 E ｶｲ
リスと青い星からのおきゃくさん ゼバスティアン・メッシェンモーザー／作 コンセル E ｺﾝ
よしこがもえた たかとう　匡子／作 新日本出版社 E ｼﾝ
あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野　与志／作 チャイルド本社 E ﾁﾔ
ぼうけんにいこうよ、ムーミントロール トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E ﾄｸ
おばけのバーティーよ～いドロン！ エリザベス・バグリー／ぶん ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ
いちにちおばけ ふくべ　あきひろ／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ
ちょんまげでんしゃののってちょんまげ 藤本　ともひこ／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ
なにがみえる？ 中村　牧江／ぶん ひさかたチャイルド E ﾋｻ
赤ずきん グリム／〔原作〕 福音館書店 E ﾌｸ
おばけのコックさん 西平　あかね／さく 福音館書店 E ﾌｸ
セミとわたしはおないどし 高岡　昌江／文 福音館書店 E ﾌｸ
ひみつのたからチョコラーテ 平山　暉彦／作 福音館書店 E ﾌｸ
ずっとずっといっしょだよ 宮西　達也／作絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

紙芝居 かっぱのすもう 渋谷　勲／脚本 童心社 K




