
日本の小説 体育館の殺人 青崎　有吾／著 東京創元社 F ｱｵ

尐しだけ、おともだち 朝倉　かすみ／著 筑摩書房 F ｱｻ

ぬけまいる 朝井　まかて／著 講談社 F ｱｻ

妖しい関係 阿刀田　高／著 幻冬舎 F ｱﾄ

江神二郎の洞察 有栖川　有栖／著 東京創元社 F ｱﾘ

七つの会議 池井戸　潤／著 日本経済新聞出版社 F ｲｹ

北斗 石田　衣良／著 集英社 F ｲｼ

国を蹴った男 伊東　潤／著 講談社 F ｲﾄ

萩殺人事件 内田　康夫／著 光文社 F ｳﾁ

汚れちまった道 内田　康夫／著 祥伝社 F ｳﾁ

思いを伝えるということ 大宮　エリー／著 文藝春秋 F ｵｵ

獣眼 大沢　在昌／著 徳間書店 F ｵｵ

俺たちが十九の時 小川　国夫／著 新潮社 F ｵｶﾞ

本にだって雄と雌があります 小田　雅久仁／著 新潮社 F ｵﾀﾞ

踊る猫 折口　真喜子／著 光文社 F ｵﾘ

スリジエセンター１９９１ 海堂　尊／著 講談社 F ｶｲ

空の拳 角田　光代／著 日本経済新聞出版社 F ｶｸ

愛について、なお語るべきこと 片山　恭一／著 小学館 F ｶﾀ

ドラゴンリップ 鯨　統一郎／著 双葉社 F ｸｼﾞ

紋章の覇者 九条　菜月／著 中央公論新社 F ｸｼﾞ

クラウドクラスターを愛する方法 窪　美澄／著 朝日新聞出版 F ｸﾎﾞ

先導者 小杉　英了／著 角川書店 F ｺｽ

誰もいない 小手鞠　るい／著 幻冬舎 F ｺﾃﾞ

あの頃の空 佐江　衆一／著 講談社 F ｻｴ

無花果とムーン 桜庭　一樹／著 角川書店 F ｻｸ

南極風 笹本　稜平／著 祥伝社 F ｻｻ

短夜の髪 澤田　ふじ子／著 光文社 F ｻﾜ

七緒のために 島本　理生／著 講談社 F ｼﾏ

白の皇国物語　６ 白沢　戌亥／〔著〕 アルファポリス F ｼﾗ 6

パブリック・ブラザース 新野　剛志／著 双葉社 F ｼﾝ

月の輪草子 瀬戸内　寂聴／著 講談社 F ｾﾄ

大空のドロテ　１ 瀬名　秀明／著 双葉社 F ｾﾅ 1

封鎖 仙川　環／著 徳間書店 F ｾﾝ

夜蜘蛛 田中　慎弥／著 文藝春秋 F ﾀﾅ

千年鈴虫 谷村　志穂／著 祥伝社 F ﾀﾆ

妖国の剣士 知野　みさき／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾁﾉ

永遠者 辻　仁成／著 文藝春秋 F ﾂｼﾞ

恋しのぶ 鳥羽　亮／著 幻冬舎 F ﾄﾊﾞ

カンパニュラの銀翼 中里　友香／著 早川書房 F ﾅｶ

夏服パースペクティヴ 長沢　樹／著 角川書店 F ﾅｶﾞ

空耳の森 七河　迦南／著 東京創元社 F ﾅﾅ

我ニ救国ノ策アリ 仁木　英之／著 幻冬舎 F ﾆｷ



日本の小説 盗まれた顔 羽田　圭介／著 幻冬舎 F ﾊﾀﾞ

修羅ゆく舟 蜂谷　涼／著 新潮社 F ﾊﾁ

キオスクのキリオ 東　直子／著 筑摩書房 F ﾋｶﾞ

禁断の魔術 東野　圭吾／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ

志士の風雪 古川　薫／著 文藝春秋 F ﾌﾙ

ソース マヒル／著 スターツ出版 F ﾏﾋ

純と愛　上 遊川　和彦／作 ＮＨＫ出版 F ﾏﾙ 1

母性 湊　かなえ／〔著〕 新潮社 F ﾐﾅ

ソロモンの偽証　第３部 宮部　みゆき／著 新潮社 F ﾐﾔ 3

逃走 薬丸　岳／著 講談社 F ﾔｸ

ここは退屈迎えに来て 山内　マリコ／著 幻冬舎 F ﾔﾏ

陰陽師　酔月ノ巻 夢枕　獏／著 文藝春秋 F ﾕﾒ

64 横山　秀夫／著 文藝春秋 F ﾖｺ

ＲＥ＊ＰＡＩＲ 吉永　南央／著 中央公論新社 F ﾖｼ

忘却の覇王ロラン　４～６ 吉野　匠／著 スクウェア・エニックス F ﾖｼ

外国の小説 バーニング・ワイヤー ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933 ﾃﾞｲ

話してあげて、戦や王さま、象の話を マティアス・エナール／著 河出書房新社 953 ｴﾅ

フランス組曲 イレーヌ・ネミロフスキー／著 白水社 953 ﾈﾐ

人生は短く、欲望は果てなし パトリック・ラペイル／著 作品社 953 ﾗﾍﾟ

手紙 ミハイル・シーシキン／著 新潮社 983 ｼｼ

文庫 濡れた魚　上・下 フォルカー・クッチャー／著 東京創元社 B 943 ｸﾂ

東京レイヴンズ　８ あざの　耕平／著 富士見書房 B F ｱｻﾞ 8

よろしく遊べ、この異世界 糸森　環／〔著〕 角川書店 B F ｲﾄ

死神姫の再婚　〔１５〕 小野上　明夜／〔著〕 エンターブレイン B F ｵﾉ 15

魔道士の研究日誌　〔２〕 かいとーこ／著 一迅社 B F ｶｲ 2

新約とある魔術の禁書目録（インデックス）　５ 鎌池　和馬／〔著〕 アスキー・メディアワークス B F ｶﾏ 5

瑠璃龍守護録　〔１〕～〔３〕 くりた　かのこ／〔著〕 エンターブレイン B F ｸﾘ

サクラダリセット　７ 河野　裕／著 角川書店 B F ｺｳ 7

あやかし恋綺譚 佐々木　禎子／〔著〕 エンターブレイン B F ｻｻ

カゲロウデイズ　２ じん（自然の敵Ｐ）／著 エンターブレイン B F ｼﾞﾝ 2

ＲＯＹＡＬ　ＷＯＬＦ　下 星／著 アスキー・メディアワークス B F ｾｲ 2

鬼舞　〔３〕～〔７〕 瀬川　貴次／著 集英社 B F ｾｶﾞ

毒舌姫と精霊の祝福 せひら　あやみ／著 集英社 B F ｾﾋ

白竜の花嫁　〔３〕 永野　水貴／著 一迅社 B F ﾅｶﾞ 3

狼と勾玉 本宮　ことは／著 集英社 B F ﾓﾄ

こぼれる滴とうずくまれ 結城　光流／〔著〕 角川書店 B F ﾕｳ

哲学 今日は、心をみつめる日。 衛藤　信之／著 サンマーク出版 146

なぜか恋愛だけうまくいかないあなたへ 羽林　由鶴／著 青春出版社 152

歴史 ビジュアル版楽しくわかる韓国の歴史　ＶＯＬ．１ 金　両基／監修 キネマ旬報社 221 1

絢爛たる悪運　岸信介伝 工藤　美代子／著 幻冬舎 289 ｷｼ

社会科学 アメリカに潰された政治家たち 孫崎　享／著 小学館 312

永田町抹殺指令！ 鈴木　文矢／著 双葉社 312

日本経済「円」の真実 榊原　英資／著 中経出版 332

日本、買います 平野　秀樹／著 新潮社 334

知らないとヤバい！「領収書・経費精算」の常識 梅田　泰宏／著 ＰＨＰ研究所 B 336

０．１．２歳児の製作あそび 乳児造形研究会／著 学研教育出版 376

大切にしたいにほんのたしなみ 広田　千悦子／〔著〕 ソフトバンククリエイティブ 382

拉致と決断 蓮池　薫／著 新潮社 391

自然科学 チンパンジーはなぜヒトにならなかったのか ジョン・コーエン／著 講談社 489



自然科学 思い通りの死に方 中村　仁一／著 幻冬舎 490

子どもの身長が気になったら読む本 野瀬　宰／著 幻冬舎メディアコンサルティング 493

身体論者・藤本靖の身体のホームポジション 藤本　靖／著 ＢＡＢジャパン 498

糖質オフ！でやせるレシピ 牧田　善二／著 成美堂出版 498

技術・工学 原発をやめる１００の理由 「原発をやめる１００の理由」日本版制作委員会／著 築地書館 543

海図の世界史 宮崎　正勝／著 新潮社 557

捨てない知恵 石黒　智子／著 朝日新聞出版 590

手芸 柴田明美渋くてかわいいパッチワーク 柴田　明美／〔著〕 ブティック社 594

手元あったかハンドウォーマー・ミトン・てぶくろ 日本ヴォーグ社 594

料理 うかたまのおやつ本 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 596

これだけで完全食ミソスープ 口尾　麻美／著 講談社 596

ごちそうグラタンとあつあつチーズレシピ 主婦の友社／編 主婦の友社 596

台所道具の本 主婦の友社／編 主婦の友社 596

３５歳からの妊娠・出産 中山　摂子／監修 講談社 598

産業 東京ディズニーランド＆シーファミリー裏技ガイド　２０１２～１３年版 ＴＤＬ＆ＴＤＳ裏技調査隊／編 廣済堂出版 689

芸術 やまと絵 村重　寧／監修 平凡社 721

知識ゼロからのルネサンス絵画入門 宮下　規久朗／著 幻冬舎 723

消しゴムはんこの魔法 井上　のきあ／〔著〕 エンターブレイン 736

モビールでつづる３６５日 よしい　いくえ／著 誠文堂新光社 754

語れ！ウルトラマン ベストセラーズ 778

純と愛　Ｐａｒｔ１ 遊川　和彦／作 ＮＨＫ出版 778 1

風吹ジュンスタイル 風吹　ジュン／著 マガジンハウス 778 ﾌﾌﾞ

女優かあさん 水野　真紀／著 大和書房 778 ﾐｽﾞ

ブスの瞳に恋してる　３ 鈴木　おさむ／著 マガジンハウス 779 ｵｵ 3

オレとＯ・Ｎ 野村　克也／著 小学館 783 ﾉﾑ

裏千家茶道点前教則　１８・１９ 千　宗室／著 淡交社 791

言語 「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・四字熟語辞典 西谷　裕子／編 東京堂出版 R 813

「伝わる文章」が書ける作文の技術 外岡　秀俊／著 朝日新聞出版 816

エッセイ 見知らぬ国へ 北　杜夫／著 新潮社 914 ｷﾀ

萬月な日々 花村　萬月／著 双葉社 914 ﾊﾅ

衣もろもろ 群　ようこ／著 集英社 914 ﾑﾚ

老いかたレッスン 渡辺　淳一／著 新潮社 914 ﾜﾀ

僕は髪の毛が尐ない 新井　キヒロ／著 メディアファクトリー 916 ｱﾗ

島へ免許を取りに行く 星野　博美／著 集英社インターナショナル 916 ﾎｼ

児童書（読物） 魔女のステキな冬じたく あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ

尐年ＮＰＯ「ＷＡＮ　ＰＥＡＣＥ」 今西　乃子／作 新日本出版社 F ｲﾏ

ありがとう３組 乙武　洋匡／著 講談社 F ｵﾄ

ぼくたちの骨 樫崎　茜／著 講談社 F ｶｼ

ムジナ探偵局　〔８〕 富安　陽子／作 童心社 F ﾄﾐ 8

青い一角（つの）の尐女 西沢　杏子／作 朝日学生新聞社 F ﾆｼ

音楽室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

みんなみんなおばけになっちゃうぞ～ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

おめでたこぶた　その２ アリソン・アトリー／作 福音館書店 933 ｱﾄ 2

世界一ちいさな女の子のはなし サリー・ガードナー／作 小峰書店 933 ｶﾞﾄﾞ

ホビットの冒険 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／作 岩波書店 933 ﾄﾙ

アナベル・ドールとちっちゃなティリー アン・Ｍ．マーティン／作 偕成社 933 ﾏﾃ

ぼくらのミステリータウン　７ ロン・ロイ／作 フレーベル館 933 ﾛｲ 7

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス 小宮山　みのり／文・構成 講談社 933

ユリシーズ・ムーアと雷の使い手 〔Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ／著〕 学研パブリッシング 973 ﾊﾞﾂ



児童書（知識） おしごと制服図鑑 講談社／編 講談社 366

絶滅動物のひみつ 今泉　忠明／監修 学研教育出版 482

捨て犬・未来　命のメッセージ 今西　乃子／著 岩崎書店 645

どんぐりころころ大図鑑 星野　義延／監修 ＰＨＰ研究所 657

こどものおりがみ大ずかん 主婦の友社／編 主婦の友社 754

羽生善治の将棋の教科書 羽生　善治／著 河出書房新社 796

びっくり！！トリックアート　８ 汐文社 145 8

ぼくは、いつでもぼくだった。 いっこく堂／著 くもん出版 779 ｲﾂ

中学生までに読んでおきたい哲学　３ 松田　哲夫／編 あすなろ書房 914 3

絵本 小さいのが大きくて、大きいのが小さかったら エビ・ナウマン／文 岩波書店 E ｲﾜ

あんたがサンタ？ 佐々木　マキ／絵 絵本館 E ｴﾎ

シニガミさん　２ 宮西　達也／作絵 えほんの杜 E ｴﾎ 2

でましたでました ひまわり／さく 架空社 E ｶｸ

せいぎのみかた　ワンダーマンの巻 みやにし　たつや／作・絵 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

がまくんかろくん 馬場　のぼる／作 こぐま社 E ｺｸﾞ

チャレンジミッケ！　９ ウォルター・ウィック／作 小学館 E ｼﾖ 9

としょかんねずみ　２ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 E ｽﾞｲ 2

あたまにかきのき 唯野　元弘／文 鈴木出版 E ｽｽﾞ

ドングリさがして ドン・フリーマン／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ふしぎなカメラ 辻村　ノリアキ／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

サンタさんのいちにち 長尾　玲子／さく 福音館書店 E ﾌｸ

まるいまあるい イエラ・マリ／さく ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

ごあいさつ なかえ　よしを／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

きょうりゅうかぶしきがいしゃ 富田　京一／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

洞熊学校を卒業した三人 宮沢　賢治／作 三起商行 E ﾐｷ

  






