
分野 書名 著者 出版社 請求記号
日本の小説 ＳＦ　ＪＡＣＫ 新井　素子／著 角川書店 F

正義のセ　１ 阿川　佐和子／著 角川書店 F ｱｶﾞ 1
闇医者おゑん秘録帖 あさの　あつこ／著 中央公論新社 F ｱｻ
一路　上 浅田　次郎／著 中央公論新社 F ｱｻ 1
一路　下 浅田　次郎／著 中央公論新社 F ｱｻ 2
双頭の船 池澤　夏樹／著 新潮社 F ｲｹ
ガソリン生活 伊坂　幸太郎／著 朝日新聞出版 F ｲｻ
愛しいひとにさよならを言う 石井　睦美／〔著〕 角川春樹事務所 F ｲｼ
マタニティ・グレイ 石田　衣良／著 角川書店 F ｲｼ
想像ラジオ いとう　せいこう／著 河出書房新社 F ｲﾄ
慟哭の家 江上　剛／著 ポプラ社 F ｴｶﾞ
福家警部補の報告 大倉　崇裕／著 東京創元社 F ｵｵ
使者と果実 梶村　啓二／著 日本経済新聞出版社 F ｶｼﾞ
私がいないクリスマス 加藤　元／著 講談社 F ｶﾄ
ふたり 神田　茜／著 新潮社 F ｶﾝ
テニスの王子様 許斐　剛／〔原〕著 集英社 F ｷｼ
赤と白 櫛木　理宇／著 集英社 F ｸｼ
烈風のレクイエム 熊谷　達也／著 新潮社 F ｸﾏ
九死一生 小手鞠　るい／著 小学館 F ｺﾃﾞ
唐玄宗紀 小前　亮／著 講談社 F ｺﾏ
晩夏 今野　敏／〔著〕 角川春樹事務所 F ｺﾝ
還れぬ家 佐伯　一麦／著 新潮社 F ｻｴ
蜂蜜秘密 小路　幸也／著 文藝春秋 F ｼﾖ
母の発達、永遠に／猫トイレット荒神 笙野　頼子／著 河出書房新社 F ｼﾖ
ローカル線で行こう！ 真保　裕一／著 講談社 F ｼﾝ
心配しないで、モンスター 平　安寿子／著 幻冬舎 F ﾀｲ
ヴェネツィアの恋人 高野　史緒／著 河出書房新社 F ﾀｶ
肉骨茶 高尾　長良／著 新潮社 F ﾀｶ
猫はときどき旅に出る 高橋　三千綱／著 集英社 F ﾀｶ
ツリー　上・下 高橋　克彦／著 双葉社 F ﾀｶ
やがて、警官は微睡（ねむ）る 日明　恩／著 双葉社 F ﾀﾁ
とうざい 田牧　大和／著 講談社 F ﾀﾏ
ＮＡＧＡＳＡＫＩ夢の王国 典厩　五郎／著 毎日新聞社 F ﾃﾝ
執着 堂場　瞬一／著 角川書店 F ﾄﾞｳ
破邪の剣 鳥羽　亮／著 徳間書店 F ﾄﾊﾞ
神隠し 長野　慶太／著 日本経済新聞出版社 F ﾅｶﾞ
三日間の相棒 永瀬　隼介／著 中央公論新社 F ﾅｶﾞ
ロスト・ケア 葉真中　顕／著 光文社 F ﾊﾏ
春風伝 葉室　麟／著 新潮社 F ﾊﾑ
隠された刻（とき） 坂東　眞砂子／著 新潮社 F ﾊﾞﾝ
夢を売る男 百田　尚樹／著 太田出版 F ﾋﾔ
蘭陵王の恋 平岩　弓枝／著 文藝春秋 F ﾋﾗ
ドンナビアンカ 誉田　哲也／著 新潮社 F ﾎﾝ
黙示 真山　仁／著 新潮社 F ﾏﾔ
玉磨き 三崎　亜記／著 幻冬舎 F ﾐｻ
お女ヤン！！　９ 岬／著 アスキー・メディアワークス F ﾐｻ 9



日本の小説 菅原道真見果てぬ夢 三田　誠広／著 河出書房新社 F ﾐﾀ
桜ほうさら 宮部　みゆき／著 ＰＨＰ研究所 F ﾐﾔ
パン屋を襲う 村上　春樹／著 新潮社 F ﾑﾗ
明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち 山田　詠美／著 幻冬舎 F ﾔﾏ
いよう！ 山田　宗樹／著 ポプラ社 F ﾔﾏ
名も無き世界のエンドロール 行成　薫／著 集英社 F ﾕｷ
連れ猫 吉野　万理子／〔著〕 新潮社 F ﾖｼ
光る牙 吉村　龍一／著 講談社 F ﾖｼ
唯一色 莉仔しとらす 日本文学館 F ﾘｺ
憤死 綿矢　りさ／著 河出書房新社 F ﾜﾀ

外国の小説 変 莫言／著 明石書店 923 ﾓｲ
とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢 ジョイス・キャロル・オーツ／著 河出書房新社 933 ｵﾂ
言語都市 チャイナ・ミエヴィル／著 早川書房 933 ﾐﾋﾞ
マリッジ・プロット ジェフリー・ユージェニデス／著 早川書房 933 ﾕｼﾞ
紅玉（ルビー）は終わりにして始まり ケルスティン・ギア／著 東京創元社 943 ｷﾞｱ
ピレネーの城 ヨースタイン・ゴルデル／著 ＮＨＫ出版 949 ｺﾞﾙ

文庫本 サイズ１２はでぶじゃない メグ・キャボット／著 東京創元社 B 933 ｷﾔ
サイズ１４でもでぶじゃない メグ・キャボット／著 東京創元社 B 933 ｷﾔ
その城へ続く道で リンゼイ・サンズ／著 二見書房 B 933 ｻﾝ
微笑みはいつもそばに リンゼイ・サンズ／著 二見書房 B 933 ｻﾝ
月の輝く愛の海辺で ニコール・ジョーダン／著 幻冬舎 B 933 ｼﾞﾖ

侯爵の甘く不埒な賭け ロレイン・ヒース／著 扶桑社 B 933 ﾋｽ
砂漠の薔薇と海の星　〔１〕～〔３〕 あすか／〔著〕 エンターブレイン B F ｱｽ
おこぼれ姫と円卓の騎士　〔２〕～〔４〕 石田　リンネ／〔著〕 エンターブレイン B F ｲｼ
オーダーは探偵に 近江　泉美／〔著〕 アスキー・メディアワークス B F ｵｳ
悪食姫 加納　邑／著 一迅社 B F ｶﾉ
双界幻幽伝　〔１〕 木村　千世／〔著〕 エンターブレイン B F ｷﾑ 1
鬼舞　〔８〕 瀬川　貴次／著 集英社 B F ｾｶﾞ 8
風の軍師 葉室　麟／〔著〕 講談社 B F ﾊﾑ
風の王国　 毛利　志生子／著 集英社 B F ﾓｳ
るり姉 椰月　美智子／著 双葉社 B F ﾔｽﾞ

哲学 愛する人を亡くした人へ 一条　真也／著 現代書林 147
自分は自分人は人 和田　秀樹／著 新講社 159
繁栄の法則 北川　八郎／著 致知出版社 159
ＢＱ 林野　宏／著 プレジデント社 159
なぜ生きる 明橋　大二／著 １万年堂出版 188

歴史 教科書には載っていない！幕末の大誤解 熊谷　充晃／著 彩図社 210.5
ＶＯＧＵＥ　ＯＮココ・シャネル ブロンウィン・コスグレーヴ／著 ガイアブックス 289 ｼﾔ
幸せの国ブータン 木村　順子／著 朝日出版社 292

社会科学 シェアハウスで暮らす シェアパーク／監修 誠文堂新光社 365
ほんとうの「和」の話 広田　千悦子／著 文藝春秋 382
舞妓の言葉 西尾　久美子／著 東洋経済新報社 384
プラハは忘れない 早乙女　勝元／編 草の根出版会 391

自然科学 サボり上手な動物たち 佐藤　克文／著 岩波書店 481
シロアリ 松浦　健二／著 岩波書店 486
医者に殺されない４７の心得 近藤　誠／著 アスコム 490
たまねぎ氷が血糖値を下げる！おいしい糖尿病レシピ 村上　祥子／著 家の光協会 493
足についての本当の知識 水口　慶高／著 実業之日本社 494
子宮を温める健康法 若杉　友子／著 ＷＡＶＥ出版 A 495
長生きしたけりゃ肉は食べるな 若杉　友子／著 幻冬舎 A 498
統計図表レファレンス事典 日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ R 498

手芸 手縫いで作る布こもの ブティック社 594
フリマやバザーに今、作りたい！簡単かわいい手作りグッズ 主婦と生活社 594
ｈａｒｕ＿ｍｉ　ｖｏｌ．２６（２０１３冬） 栗原　はるみ／〔著〕 扶桑社 596



産業 売れるネットショップ開業・運営 坂本　悟史／著 インプレスジャパン 673
ネットショップの王道 ユニゾン／編著 〔東京〕：翔泳社 673
ＪＲ普通列車年鑑　２０１２－２０１３ イカロス出版 686 12

芸術 日本美術全集　１４ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 14
鉛筆で描く 三澤　寛志／著 グラフィック社 725
佐々木マキ見本帖 佐々木　マキ／著 所沢：メディアリンクス・ジャパン 726
毎日かあさん　９ 西原　理恵子／著 毎日新聞社 726 9
何のために生まれてきたの？ やなせ　たかし／著 ＰＨＰ研究所 726 ﾔﾅ
キャパの十字架 沢木　耕太郎／著 文藝春秋 740 ｷﾔ
切り紙で楽しむ世界のモチーフ イワミ　カイ／〔著〕 ブティック社 754
切り紙・もんきりあそび 下中　菜穂／著 宝島社 754
大人かわいい切り紙図案集　１・２ 室岡　昭子／〔著〕 ブティック社 754
味な映画の散歩道 池波　正太郎／著 河出書房新社 778

文学 加賀乙彦自伝 加賀　乙彦／著 ホーム社 910 ｶｶﾞ
父　水上勉 窪島　誠一郎／著 白水社 910 ﾐﾅ
江分利満家の崩壊 山口　正介／著 新潮社 910 ﾔﾏ
ぞうきん 河野　進／著 幻冬舎 911
不幸は人生の財産 曽野　綾子／著 小学館 914 ｿﾉ
隅っこの四季 出久根　達郎／著 岩波書店 914 ﾃﾞｸ
無地のネクタイ 丸谷　才一／著 岩波書店 914 ﾏﾙ
一私小説書きの日乗 西村　賢太／著 文藝春秋 915 ﾆｼ
７年目のツレがうつになりまして。 細川　貂々／著 幻冬舎 916 ﾎｿ

児童書（読物） 魔女の宅急便　その５ 角野　栄子／作 福音館書店 F ｶﾄﾞ 5
ルドルフとスノーホワイト 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ
ある日犬の国から手紙が来て 田中　マルコ／文 小学館 F ﾀﾅ
じゃんけんのすきな女の子 松岡　享子／さく 学研教育出版 F ﾏﾂ
おいしゃさんはおばけだって！？ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ
くものちゅいえこ 森川　成美／作 ＰＨＰ研究所 F ﾓﾘ
ワンダ＊ラ　１・２ トニー・ディテルリッジ／作 文溪堂 933 ﾃﾞｲ
ねことテルと王女さま クライド・ロバート・ブラ／さく 長崎出版 933 ﾌﾞﾗ
ぼくらのミステリータウン　８ ロン・ロイ／作 フレーベル館 933 ﾛｲ 8

児童書（知識） 中学生の君におくる哲学 斎藤　慶典／著 講談社 104
世界の神話大図鑑 佐藤　俊之／監修 ＰＨＰ研究所 164
いきのびる魔法 西原　理恵子／著 小学館 371
こんな家にすんでたら ジャイルズ・ラロッシュ／作 偕成社 520
よくわかる放射線・放射能の問題 矢沢サイエンスオフィス／編著 学研教育出版 539
シリーズ昔の農具　１ 小川　直之／監修 農山漁村文化協会 614 1

絵本 イソップのおはなし イソップ／〔原作〕 岩波書店 E ｲﾜ
おみまい、おことわり？ ボニー・ベッカー／ぶん 岩崎書店 E ｲﾜ
ぎょうれつ 中垣　ゆたか／〔作〕 偕成社 E ｶｲ
プレッツェルのはじまり エリック・カール／作 偕成社 E ｶｲ
ともだちをさがそう、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
もう、おおきいからなかないよ ケイト・クライス／文 徳間書店 E ﾄｸ
やだよ クラウディア・ルエダ／さく 西村書店 E ﾆｼ
しげちゃん 室井　滋／作 金の星社 E ﾊｾ
スキャリーおじさんのたのしいものしりえほん リチャード・スキャリー／さく 神戸：ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ
よいこはもうねるじかん 高畠　じゅん子／さく 神戸：ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ
おなべふこどもしんりょうじょ やぎゅう　げんいちろう／さく 福音館書店 E ﾌｸ
おひなまつりのちらしずし 平野　恵理子／作 福音館書店 E ﾌｸ
つぎ、とまります 村田　エミコ／作 福音館書店 E ﾌｸ
わにわにとあかわに 小風　さち／ぶん 福音館書店 E ﾌｸ
おれはワニだぜ 渡辺　有一／文・絵 文研出版 E ﾌﾞﾝ
バーナムの骨 トレイシー・Ｅ．ファーン／文 光村教育図書 E ﾐﾂ
メルリック デビッド・マッキー／作 光村教育図書 E ﾐﾂ




