
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 血の轍 相場　英雄／著 幻冬舎 F ｱｲ

題未定 安部　公房／著 新潮社 F ｱﾍﾞ

生存者ゼロ 安生　正／著 宝島社 F ｱﾝ

こちら弁天通りラッキーロード商店街 五十嵐　貴久／著 光文社 F ｲｶﾞ

ガッツン！ 伊集院　静／著 双葉社 F ｲｼﾞ

それを愛とまちがえるから 井上　荒野／著 中央公論新社 F ｲﾉ

糸車 宇江佐　真理／著 集英社 F ｳｴ

ちょうちんそで 江國　香織／著 新潮社 F ｴｸ

冬芽の人 大沢　在昌／著 新潮社 F ｵｵ

冤罪死刑 緒川　怜／著 講談社 F ｵｶﾞ

沈黙の町で 奥田　英朗／著 朝日新聞出版 F ｵｸ

獅子渡り鼻 小野　正嗣／著 講談社 F ｵﾉ

輝天炎上 海堂　尊／著 角川書店 F ｶｲ

ニュータウンは黄昏れて 垣谷　美雨／著 新潮社 F ｶｷ

ホテル・コンシェルジュ 門井　慶喜／著 文藝春秋 F ｶﾄﾞ

甘い罠 鏑木　蓮／著 東洋経済新報社 F ｶﾌﾞ

イノセントブルー 神永　学／著 集英社 F ｶﾐ

月の魔法 川上　健一／著 角川書店 F ｶﾜ

リセット　５ 如月　ゆすら／〔著〕 アルファポリス F ｷｻ 5

ヒトデの星 北野　勇作／著 河出書房新社 F ｷﾀ

ａｂさんご 黒田　夏子／著 文藝春秋 F ｸﾛ

山あり愛あり 佐川　光晴／著 双葉社 F ｻｶﾞ

へこたれない人 佐藤　雅美／著 講談社 F ｻﾄ

国境の雪 柴田　哲孝／著 角川書店 F ｼﾊﾞ

浮かぶ瀬もあれ 白川　道／著 幻冬舎 F ｼﾗ

白の皇国物語　７ 白沢　戌亥／〔著〕 アルファポリス F ｼﾗ 7

美しい家 新野　剛志／著 講談社 F ｼﾝ

狭小邸宅 新庄　耕／著 集英社 F ｼﾝ

溝鼠　最終章 新堂　冬樹／著 徳間書店 F ｼﾝ

別れさせ屋の恋 新堂　冬樹／著 ポプラ社 F ｼﾝ

あい 高田　郁／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾀｶ

黄金の庭 高橋　陽子／著 集英社 F ﾀｶ

冬の旅 辻原　登／著 集英社 F ﾂｼﾞ

定吉七番（セブン）の復活 東郷　隆／著 講談社 F ﾄｳ

穢れた手 堂場　瞬一／著 東京創元社 F ﾄﾞｳ

陽子の一日 南木　佳士／著 文藝春秋 F ﾅｷﾞ

孤独な放火魔 夏樹　静子／著 文藝春秋 F ﾅﾂ



日本の小説 いちばん長い夜に 乃南　アサ／著 新潮社 F ﾉﾅ

おもかげ橋 葉室　麟／著 幻冬舎 F ﾊﾑ

孤独の絆 藤田　宜永／著 文藝春秋 F ﾌｼﾞ

完全黙秘の女 法坂　一広／著 宝島社 F ﾎｳ

キミトピア 舞城　王太郎／著 新潮社 F ﾏｲ

我、涙してうずくまり 丸山　健二／著 岩波書店 F ﾏﾙ

紅葉街駅前自殺センター 光本　正記／著 新潮社 F ﾐﾂ

望郷 湊　かなえ／著 文藝春秋 F ﾐﾅ

水のかたち　下 宮本　輝／著 集英社 F ﾐﾔ 2

奥の奥の森の奥に、いる。 山田　悠介／著 幻冬舎 F ﾔﾏ

リカーシブル 米澤　穂信／著 新潮社 F ﾖﾈ

恋するエクソシスト　３ 梨沙／著 イースト・プレス F ﾘｻ 3

外国の小説 善徳女王　第１巻 柳　銀京／著 ＴＯＫＩＭＥＫＩパブリッシング 929 ﾘﾕ 1

クラウド・アトラス　上 デイヴィッド・ミッチェル／著 河出書房新社 933 ﾐﾂ 1

クラウド・アトラス　下 デイヴィッド・ミッチェル／著 河出書房新社 933 ﾐﾂ 2

文庫本 侯爵に甘いキスの作法 ローラ・リー・ガーク／著 竹書房 B 933 ｶﾞｸ

漆黒のエンジェル アリソン・ノエル／著 ヴィレッジブックス B 933 ﾉｴ

おこぼれ姫と円卓の騎士　〔１〕 石田　リンネ／〔著〕 エンターブレイン B F ｲｼ 1

よろしく誓え、この異世界 糸森　環／〔著〕 角川書店 B F ｲﾄ

天下 上田　秀人／〔著〕 講談社 B F ｳｴ

地上に輝く太陽と共に 小野上　明夜／〔著〕 エンターブレイン B F ｵﾉ

王様ゲーム　滅亡６．１１ 金沢　伸明／著 双葉社 B F ｶﾅ

悪の教典　上 貴志　祐介／著 文藝春秋 B F ｷｼ 1

悪の教典　下 貴志　祐介／著 文藝春秋 B F ｷｼ 2

幻獣の奏楽騎士団 木村　千世／著 一迅社 B F ｷﾑ

銀の竜騎士団　〔７〕 九月　文／〔著〕 角川書店 B F ｸﾂ 7

花宵の人形師　〔３〕 梨沙／〔著〕 角川書店 B F ﾘｻ 3

総合 学校図書館の力を活かす 五十嵐　絹子／編著 国土社 017

哲学 腹が立ったら怒りなさい 和田　秀樹／著 新講社 141

展望と開運　２０１３ 村山　幸徳／著 角川学芸出版 148 13

クリスマスセラピー カレン・カタフィアツ／文 サンパウロ 159

斎藤一人発酵力 寺田　啓佐／著 ＰＨＰ研究所 159

伝記 夫への詫び状 金　美齢／著 ＰＨＰ研究所 B 289 ｼﾕ

社会科学 ひとたまりもない日本 藤巻　健史／著 朝日新聞出版 332

新・国富論 浜　矩子／著 文藝春秋 333

よくわかる０～５歳児の絵本読み聞かせ 徳永　満理／著 チャイルド本社 376

茶道家元夫人に学ぶ３０歳からの美しい「所作」５０ 千　和加子／著 世界文化社 385

自然科学 気になる科学 元村　有希子／著 毎日新聞社 404

カラスの教科書 松原　始／著 雷鳥社 488

脳はバカ、腸はかしこい 藤田　紘一郎／著 三五館 491

睡眠ドクターが教える熟睡する技術 古賀　良彦／著 メディアファクトリー 498

料理 長尾智子の料理１，２，３ 長尾　智子／著 暮しの手帖社 596

にっぽん全国百年食堂 椎名　誠／著 講談社 596



産業 言葉のチカラ 三宅　民夫／著 ＮＨＫ出版 699

中の人などいない＠ＮＨＫ広報のツイートはなぜユルい？ ＮＨＫ＿ＰＲ１号／著 新潮社 699

芸術 美術大鑑　２０１３ ビジョン企画出版社 R 703 13

読売報道写真集　２０１３ 読売新聞東京本社 748 13

かわいく伝える！ふせん切り紙 いしかわ　まりこ／著 ＰＨＰ研究所 754

藝人春秋 水道橋博士／著 文藝春秋 770

女心と秋の空 中谷　美紀／著 幻冬舎 772 ﾅｶ

文学 田辺聖子の古典まんだら　続 田辺　聖子／著 新潮社 910 3

銀座並木通り 池波　正太郎／著 幻戯書房 912

源氏物語を知っていますか 阿刀田　高／著 新潮社 913 ﾑﾗ

大人の流儀　３ 伊集院　静／著 講談社 914 ｲｼﾞ 3

清川妙９１歳育ちざかり 清川　妙／著 主婦の友社 914 ｷﾖ

児童書（読物） ミヤマ物語　第３部 あさの　あつこ／著 毎日新聞社 F ｱｻ 3

とりつかれたバレリーナ 斉藤　洋／作 あかね書房 F ｻｲ

妖怪一家の夏まつり 富安　陽子／作 理論社 F ﾄﾐ

駅の小さな野良ネコ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ／作 徳間書店 933 ｼﾞﾖ

オズのリンキティンク ライマン・フランク・ボーム／著 復刊ドットコム 933 ﾊﾞｳ

見習い幻獣学者ナサニエル・フラッドの冒険　４ Ｒ．Ｌ．ラフィーバース／作 あすなろ書房 933 ﾗﾌ 4

オクサ・ポロック　１ アンヌ・プリショタ／著 西村書店 953 ﾌﾟﾘ 1

児童書（知識） １３歳からの拉致問題 蓮池　透／著 かもがわ出版 391

月と太陽ってどんな星？ 縣　秀彦／著 誠文堂新光社 444

イカとタコの大研究 土屋　光太郎／監修 ＰＨＰ研究所 484

よくわかる電気のしくみ 伊藤　尚未／著 誠文堂新光社 540

絵本 まんげつのこどもたち 軽部　武宏／作 イースト・プレス E ｲｽ

かがやいてる 草場　一壽／作 サンマーク出版 E ｻﾝ

このフクロウったら！このブタったら！ アーノルド・ローベル／作 長崎出版 E ﾅｶﾞ

でもだいじょうぶ！ ジェフ・マック／作・絵 パイインターナショナル E ﾊﾟｲ

ごきげんなライオン　おくさんにんきものになる ルイーズ・ファティオ／文 神戸：ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ガブルくんとコウモリオニ 高谷　まちこ／〔作〕 復刊ドットコム E ﾌﾂ

アリゲール　デパートではたらく 植垣　歩子／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

しろくまのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

旧 新

番号 雑　誌　名 番号 雑　誌　名 1 絵手紙

1 家庭画報 1 婦人画報 2 関西のつり

2 サンデー毎日 2 AERA 3 毛糸だま

3 プラスワンリビング 3 CasaBRUTUS 4 ステッチ

4 mini 4 Sweet 5 ソーイングpochee

5 MEN'S NON-NO 5 MEN'S　CLUB 6 旅の手帖

6 レタスクラブ 6 オレンジページ 7 ニットマルシェ

※「きれいの魔法」は休刊 8 ペイントクラフト

9 毎日が発見

10 mono magazine

新しく購入する雑誌




