
分野 書名 著者 出版社 請求記号
日本の小説 火山のふもとで 松家　仁之／著 新潮社 F

異世界でカフェを開店しました。 甘沢　林檎／〔著〕 アルファポリス F ｱﾏ
八重の桜　１ 山本　むつみ／作 ＮＨＫ出版 F ｲｶﾞ 1
前世探偵カフェ・フロリアンの華麗な推理 大村　友貴美／著 角川書店 F ｵｵ
雪猫 大山　淳子／著 講談社 F ｵｵ
ＲＤＧ　６ 荻原　規子／〔著〕 角川書店 F ｵｷﾞ 6
スーパー女優Ａ子の叫び 越智　月子／著 小学館 F ｵﾁ
私と踊って 恩田　陸／著 新潮社 F ｵﾝ
狛犬ジョンの軌跡 垣根　涼介／著 光文社 F ｶｷ
夜の隅のアトリエ 木村　紅美／著 文藝春秋 F ｷﾑ
人質 佐々木　譲／〔著〕 角川春樹事務所 F ｻｻ
黒王妃 佐藤　賢一／著 講談社 F ｻﾄ
墓頭 真藤　順丈／著 角川書店 F ｼﾝ
大空のドロテ　３ 瀬名　秀明／著 双葉社 F ｾﾅ 3
李世民　上・下 塚本　青史／著 日本経済新聞出版社 F ﾂｶ
小説ちはやふる　中学生編１・２ 時海　結以／著 講談社 F ﾄｷ
真田三代風雲録 中村　彰彦／著 実業之日本社 F ﾅｶ
ズッコケ中年三人組ａｇｅ４７ 那須　正幹／著 ポプラ社 F ﾅｽ
ワイルドピッチ 蓮見　恭子／著 光文社 F ﾊｽ
謎解きはディナーのあとで　３ 東川　篤哉／著 小学館 F ﾋｶﾞ 3
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
心がわり 諸田　玲子／著 集英社 F ﾓﾛ
展覧会いまだ準備中 山本　幸久／著 中央公論新社 F ﾔﾏ
ジョン・マン　〔３〕 山本　一力／著 講談社 F ﾔﾏ 3
名もなき花の 吉永　南央／著 文藝春秋 F ﾖｼ
しょうがの味は熱い 綿矢　りさ／著 文藝春秋 F ﾜﾀ

外国の小説 世界が終わるわけではなく ケイト・アトキンソン／著 東京創元社 933 ｱﾄ
問う者、答える者　上・下 パトリック・ネス／著 東京創元社 933 ﾈｽ
終わりの感覚 ジュリアン・バーンズ／著 新潮社 933 ﾊﾞﾝ
フリーダム ジョナサン・フランゼン／著 早川書房 933 ﾌﾗ
霧の王 ズザンネ・ゲルドム／著 東京創元社 943 ｹﾞﾙ

文庫本 天璋院篤姫　上・下 宮尾　登美子／〔著〕 講談社 B 913.6 ﾐﾔ

伯爵に真実のキスの作法 ローラ・リー・ガーク／著 竹書房 B 933 ｶﾞｸ

暗殺者グレイマン マーク・グリーニー／著 早川書房 B 933 ｸﾞﾘ
血霧　上・下 パトリシア・コーンウェル／〔著〕 講談社 B 933 ｺﾝ
靄の旋律 アルネ・ダール／著 集英社 B 949 ﾀﾞﾙ

上海恋茶館　〔１〕 青木　祐子／著 集英社 B F ｱｵ 1
メリダとおそろしの森 アイリーン・トリンブル／〔原ノヴェライズ〕著 竹書房 B F ｲﾙ
真夜中のパン屋さん　〔３〕 大沼　紀子／〔著〕 ポプラ社 B F ｵｵ 3
蒼の狼は華を愛でる　〔３〕 岐川　新／〔著〕 角川書店 B F ｷｶﾞ 3

私を知らないで 白河　三兎／著 集英社 B F ｼﾗ
八朔の雪 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ
思い出のとき修理します 谷　瑞恵／著 集英社 B F ﾀﾆ
藤陵学院の花嫁　〔４〕 西本　紘奈／〔著〕 角川書店 B F ﾆｼ 4
モンスター・クラーン　〔５〕 結城　光流／〔著〕 角川書店 B F ﾕｳ 5



総合 廃校が図書館になった！ 北羽新報社編集局報道部／編 藤原書店 016
哲学 空 Ｍａｎａ／著 三楽舎プロダクション 147

変な人の書いた世の中のしくみ 斎藤　一人／著 サンマーク出版 159
読むだけでお金に愛される２２の言葉 本田　健／著 フォレスト出版 159

歴史 「日本史」の終わり 池田　信夫／著 ＰＨＰ研究所 210.0
天皇陛下と皇后美智子さま至高の愛の物語 ハースト婦人画報社 288 ﾃﾝ
華の血族 池坊　保子／著 新潮社 289 ｲｹ
僕の死に方 金子　哲雄／著 小学館 289 ｶﾈ
息子は人のだんな様 郷右近　眞紀子 文芸社ビジュアルアート 289 ｺﾞｳ

社会科学 怒る！日本文化論 パオロ・マッツァリーノ／著 技術評論社 304
長谷川慶太郎の大局を読む　２０１３年 長谷川　慶太郎／著 李白社 304 13
消滅した国々 吉田　一郎／著 社会評論社 312
地方議会の１２か月 尾崎　善造／著 学陽書房 318
２１世紀の国富論 原　丈人／著 平凡社 330
年金の基礎知識　〔２０１３年版〕全訂版 服部　営造／編著 自由国民社 364 13
今考える親のためにできることできないこと 和田　秀樹／著 主婦の友社 367
居場所を探して 長崎新聞社「累犯障害者問題取材班」／著 長崎新聞社 368
プロが教える本当に役立つ介護術 福辺　節子／監修 ナツメ社 369
アイヌ民族：歴史と現在　教師用指導書 382

自然科学 空想科学読本　１２ 柳田　理科雄／著 メディアファクトリー 404 12
技術・工学 ぼくらの近代建築デラックス！ 万城目　学／著 文藝春秋 523

ちいさなキャンドルクラフト 福間　乃梨子／著 誠文堂新光社 594
料理 あんさんのチャチャッと１ケ月ピース・ごはん 土屋　アンナ／著 祥伝社 596

ちゃんと食べてる？ 有元　葉子／著 筑摩書房 596
本当に作りやすいおうちスイーツ 小黒　きみえ／〔著〕 オレンジページ 596

産業 寄り添う 雨宮　由未子／編著 講談社ビジネスパートナーズ 673
テレビであなたの商品・会社をＰＲするとっておきの方法 吉池　理／著 日本能率協会マネジメントセンター 674
メディアを動かすプレスリリースはこうつくる！ 福満　ヒロユキ／著 同文舘出版 674

芸術 ２０歳（はたち）は過ぎたけれど 青沼　貴子／著 メディアファクトリー 726
らくらく七輪陶芸塾 左古　文男／著 日東書院本社 751
手づくりの紙ものテクニックブック オギハラ　ナミ／〔ほか〕著 誠文堂新光社 754
のど元過ぎれば有馬稲子 有馬　稲子／著 日本経済新聞出版社 778 ｱﾘ
１０歳若返るからだをつくる５つの習慣 中野　ジェームズ修一／著 大和書房 780
学べる！山歩きの地図読み 佐々木　亨／著 山と溪谷社 786
生きざま 貴乃花　光司／著 ポプラ社 788 ﾀｶ
裏千家茶道点前教則　２０・２１ 千　宗室／著 淡交社 791

言語 オツな日本語 金田一　秀穂／著 日本文芸社 810
日本人が気づいていないちょっとヘンな日本語 デイビッド・セイン／著 アスコム 810
たった３行のシンプル手紙術 むらかみ　かずこ／著 日本経済新聞出版社 816

文学 選ぶ力 五木　寛之／著 文藝春秋 914 ｲﾂ
みちくさ道中 木内　昇／著 平凡社 914 ｷｳ
読まずにはいられない 北村　薫／著 新潮社 914 ｷﾀ
想いの軌跡 塩野　七生／著 新潮社 914 ｼｵ
スワ氏文集 諏訪　哲史／著 講談社 914 ｽﾜ
夫婦の散歩道 津村　節子／著 河出書房新社 914 ﾂﾑ
独女日記　２ 藤堂　志津子／著 幻冬舎 914 ﾄｳ 2
Ｓｉｇｎ　ｗｉｔｈ　Ｍｅ 柳　匡裕／著 学研教育出版 916 ﾔﾅ

児童書（読物） ＮＯ．６　ｂｅｙｏｎｄ あさの　あつこ／〔著〕 講談社 F ｱｻ
夜空のダイヤモンド あんびる　やすこ／著 岩崎書店 F ｱﾝ
ブンダバーと会ったなら くぼしま　りお／作 ポプラ社 F ｸﾎﾞ
ほねほねザウルス　９ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F ｸﾞﾙ
ルドルフとスノーホワイト 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ
がんこちゃんはアイドル 末吉　暁子／作 講談社 F ｽｴ
夜の学校 田村　理江／作 文研出版 F ﾀﾑ



児童書（読物） 消えた白ギツネを追え 富安　陽子／著 偕成社 F ﾄﾐ
大魔女のすてきな呪文 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ
キャベたまたんていゆうれいかいぞくの地図 三田村　信行／作 金の星社 F ﾐﾀ
船で空飛ぶ妖怪クルーズ 三田村　信行／作 あかね書房 F ﾐﾀ
ともだちはわに 村上　しいこ／作 ＷＡＶＥ出版 F ﾑﾗ
グレッグのダメ日記　どんどん、ひどくなるよ ジェフ・キニー／作 ポプラ社 933 ｷﾆ
ピアノ調律師 Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン／作・絵 現代企画室 933 ｺﾞﾌ
氷の伝説 クリス・ダレーシー／著 竹書房 933 ﾀﾞﾚ
炎の星 クリス・ダレーシー／著 竹書房 933 ﾀﾞﾚ
オズのかかし ライマン・フランク・ボーム／著 復刊ドットコム 933 ﾊﾞｳ
ヒックとドラゴン　外伝 ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 小峰書店 933 ﾊﾄﾞ
なぞのワゴン車を追え！ ドリー・ヒルスタッド・バトラー／作 国土社 933 ﾊﾞﾄ
犬のことばが聞こえたら パトリシア・マクラクラン／作 徳間書店 933 ﾏｸ
１／１２の冒険　２ マリアン・マローン／作 ほるぷ出版 933 ﾏﾛ 2
名犬ボニーはマルチーズ　３ ベル・ムーニー／作 徳間書店 933 ﾑﾆ 3
見習い幻獣学者ナサニエル・フラッドの冒険　１～３ Ｒ．Ｌ．ラフィーバース／作 あすなろ書房 933 ﾗﾌ
オリンポスの神々と７人の英雄　２ リック・リオーダン／作 ほるぷ出版 933 ﾘｵ 2
ユリシーズ・ムーアとなぞの迷宮 〔Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ／著〕 学研教育出版 973 ﾊﾞﾂ
フランケンウィニー エリザベス・ルドニック／作 偕成社 933
フランスの１２の怖い昔話 大澤　千加／再話 長崎出版 953

児童書（知識） 図書館のすべてがわかる本　１ 秋田　喜代美／監修 岩崎書店 010 1
トリックアートおばけやしき 北岡　明佳／監修 あかね書房 145
びっくり！！トリックアート　９ 汐文社 145 9
『古事記』がよくわかる事典 所　功／監修 ＰＨＰ研究所 210
災害を語りつぐ 伊藤和明/ほか 内角府（防災担当） 369
時間の大研究 池内　了／監修 ＰＨＰ研究所 421
冬をたのしむ 海野　和男／写真・文 新日本出版社 460
はだしのゲンわたしの遺書 中沢　啓治／著 朝日学生新聞社 726 ﾅｶ
みんなに知らせる 宮川　健郎／作 玉川大学出版部 816
物語の迷路 香川　元太郎／作・絵 ＰＨＰ研究所 902

絵本 サンタさんたら、もう！ ひこ・田中／作 ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ
かえるのオムライス マットかずこ／ぶん・え 絵本塾出版 E ｴﾎ
ガロゲロ物語 ミスター／作・絵 絵本塾出版 E ｴﾎ
たのしいキリンのかいかた たがわ　ひでき／え 学研教育出版 E ｶﾞﾂ
こじかこじっこ さかい　さちえ／〔作〕 教育画劇 E ｷﾖ
こじかじじっこ さかい　さちえ／〔作〕 教育画劇 E ｷﾖ
オニたいじ 森　絵都／作 金の星社 E ｷﾝ
決戦！どうぶつ関ケ原 コマヤスカン／作 講談社 E ｺｳ
十二支のしんねんかい みき　つきみ／文 こぐま社 E ｺｸﾞ
アリゲイタばあさんはがんこもの 松山　円香／作 小学館 E ｼﾖ
ふくびき くすのき　しげのり／作 小学館 E ｼﾖ
まいごのワンちゃんあずかってます アダム・ストーワー／作 小学館 E ｼﾖ
いじわる せな　けいこ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ
ゆきのよあけ いまむら　あしこ／文 童心社 E ﾄﾞｳ
きかんしゃがとおるよ ゴールデン・マクドナルド／さく 長崎出版 E ﾅｶﾞ
ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ﾊｸ
どうぶつえんのおふろやさん とよた　かずひこ／さく・え ひさかたチャイルド E ﾋｻ
サンタクロースの免許証 川田　じゅん／著 風濤社 E ﾌｳ
３わのことりのはなし ブルーノ・ムナーリ／作 フレーベル館 E ﾌﾚ




