
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 東京ホタル 中村　航／著 ポプラ社 F

レーン あさの　あつこ／著 幻冬舎 F ｱｻ

明日になったら 一年四組の窓から(BOOK WITH YOU) あさの あつこ著 光文社 F ｱｻ

異世界で婚活はじめました 雨宮　茉莉／〔著〕 アルファポリス F ｱﾏ

往古来今 磯崎　憲一郎／著 文藝春秋 F ｲｿ

巨鯨の海 伊東　潤／著 光文社 F ｲﾄ

忘れられたワルツ 絲山　秋子／著 新潮社 F ｲﾄ

ディアスと月の誓約 乾石　智子／著 早川書房 F ｲﾇ

あずかりやさん 大山　淳子／著 ポプラ社 F ｵｵ

刺客どくろ中納言 岡田　秀文／著 幻冬舎 F ｵｶ

脊梁山脈 乙川　優三郎／著 新潮社 F ｵﾄ

暮れていく愛 鹿島田　真希／著 文藝春秋 F ｶｼ

落日のコンドル 霞　流一／著 早川書房 F ｶｽ

怪盗探偵山猫　〔２〕 神永　学／著 角川書店 F ｶﾐ 2

怪盗探偵山猫　〔３〕 神永　学／著 角川書店 F ｶﾐ 3

美都（みと）で恋めぐり 北　夏輝／著 講談社 F ｷﾀ

遠野物語ｒｅｍｉｘ 京極　夏彦／著 角川学芸出版 F ｷﾖ

光の山 玄侑　宗久／著 新潮社 F ｹﾞﾝ

キアズマ 近藤　史恵／著 新潮社 F ｺﾝ

ミリオンセラーガール 里見　蘭／著 中央公論新社 F ｻﾄ

また次の春へ 重松　清／著 扶桑社 F ｼｹﾞ

よだかの片想い 島本　理生／著 集英社 F ｼﾏ

快挙 白石　一文／著 新潮社 F ｼﾗ

白の皇国物語　８ 白沢　戌亥／〔著〕 アルファポリス F ｼﾗ 8

海のイカロス 大門　剛明／著 光文社 F ﾀﾞｲ

軍神の血脈 高田　崇史／著 講談社 F ﾀｶ

月光蝶 月原　渉／著 新潮社 F ﾂｷ

鬼風 鳥羽　亮／著 双葉社 F ﾄﾊﾞ

切り裂きジャックの告白 中山　七里／著 角川書店 F ﾅｶ

童子の輪舞曲（ロンド） 仁木　英之／著 新潮社 F ﾆｷ

棺に跨がる 西村　賢太／著 文藝春秋 F ﾆｼ

十津川警部小浜線に椿咲く頃、貴女は死んだ 西村　京太郎／著 集英社 F ﾆｼ

夢幻花 東野　圭吾／著 ＰＨＰ研究所 F ﾋｶﾞ

東京ダンジョン 福田　和代／著 ＰＨＰ研究所 F ﾌｸ

ゆうじょこう 村田　喜代子／著 新潮社 F ﾑﾗ

深海の夜景 森村　誠一／著 文藝春秋 F ﾓﾘ

スカル・ブレーカ 森　博嗣／著 中央公論新社 F ﾓﾘ

友罪 薬丸　岳／著 集英社 F ﾔｸ

花鳥の夢 山本　兼一／著 文藝春秋 F ﾔﾏ

復活するはわれにあり 山田　正紀／著 双葉社 F ﾔﾏ



日本の小説 ランチのアッコちゃん 柚木　麻子／著 双葉社 F ﾕｽﾞ

外国の小説 天堂狂想歌 莫言／著 中央公論新社 923 ﾓｲ

私が日本人になった理由 日本語に魅せられて(100年インタビュー) ドナルド・キーン著 PHP研究所 930 ｷﾝ

白い人びと フランシス・バーネット／〔著〕 みすず書房 933 ﾊﾞﾈ

幸福の遺伝子 リチャード・パワーズ／著 新潮社 933 ﾊﾟﾜ

シャーロック・ホームズ絹の家 アンソニー・ホロヴィッツ／著 角川書店 933 ﾎﾛ

赤く微笑む春 ヨハン・テオリン／著 早川書房 949 ﾃｵ

四つの小さなパン切れ マグダ・オランデール＝ラフォン／〔著〕 みすず書房 956 ｵﾗ

文庫本 香り舞う島に呼ばれて アマンダ・クイック／著 ヴィレッジブックス B 933 ｸｲ

深い疵 ネレ・ノイハウス／著 東京創元社 B 943 ﾉｲ

忠臣蔵異聞 石黒　耀／〔著〕 講談社 B F ｲｼ

ひとひら恋せ、六花の夜 糸森　環／〔著〕 角川書店 B F ｲﾄ

珈琲店タレーランの事件簿　２ 岡崎　琢磨／著 宝島社 B F ｵｶ 2

魔道士の研究日誌　〔３〕 かいとーこ／著 一迅社 B F ｶｲ 3

デ・コスタ家の優雅な獣　３ 喜多　みどり／〔著〕 角川書店 B F ｷﾀ 3

デ・コスタ家の優雅な獣　４ 喜多　みどり／〔著〕 角川書店 B F ｷﾀ 4

板垣退助　上 三好　徹／著 学陽書房 B F ﾐﾖ 1

板垣退助　下 三好　徹／著 学陽書房 B F ﾐﾖ 2

首の姫と首なし騎士　〔６〕 睦月　けい／〔著〕 角川書店 B F ﾑﾂ 6

哲学 笑って歩こう無敵の人生 芦川　政夫／著 ロングセラーズ 159

歴史 古文書くずし字見わけかたの極意 油井　宏子／著 柏書房 210.0

近世人の事典 深谷　克己／編 東京堂出版 210.5

記者たちの関西事件史 産経新聞社／著 光村推古書院 210.7

大森実ものがたり 『大森実ものがたり』編纂委員会／編 街から舎 289 ｵｵ

自分を愛する力 乙武　洋匡／著 講談社 289 ｵﾄ

社会科学 電話応対＆敬語・話し方のビジネスマナー 尾形　圭子／監修 西東社 336

労働法のキモはすべて『桃太郎』が教えてくれる。 佐藤　広一／著 中経出版 336

年収１０００万円の貧乏人年収３００万円のお金持ち 伊藤　邦生／著 中経出版 338

教室で楽しむ群読１２カ月　低学年編 重水　健介／企画 高文研 375 1

教室で楽しむ群読１２カ月　中学年編 重水　健介／企画 高文研 375 2

教室で楽しむ群読１２カ月　高学年編 重水　健介／企画 高文研 375 3

作って・歌って・話して・あそぶおはなし小道具 芳賀　哲／著 一声社 376

１～６歳成功する！しつけの技術 阿部　秀雄／著 カンゼン 379

日本の食はどう変わってきたか 原田　信男／著 角川学芸出版 383

鳩居堂の日本のしきたり豆知識 鳩居堂／監修 マガジンハウス 386

兵士は起つ 杉山　隆男／著 新潮社 392

自然科学 いま地球には不気味な変化が起きている クライメート・セントラル／著 柏書房 451

地球全史の歩き方 白尾 元理著 岩波書店 455

不思議な生き物 池田　清彦／著 角川学芸出版 460

こうして死ねたら悔いはない 石飛　幸三／著 幻冬舎ルネッサンス 490

「転ばない」「寝たきりにならない」体になる! 1日10分! 佐々木 信之著 世界文化社 493

スーパー図解白内障・緑内障 い…(トップ専門医の「家庭の医学」シリーズ) ビッセン‐宮島弘子監修 法研 496

職場を襲う「新型うつ」 NHK取材班編著 文藝春秋 498

よくわかる薬の危ない飲み方、飲み合わせ 加藤　哲太／監修 有楽出版社 499

技術 断熱・防湿・防音が一番わかる 快適で環境にやさしい…(しくみ図解 035) 柿沼 整三監修・著 技術評論社 527

＆ｈｏｍｅ　ｖｏｌ．３７ エフジー武蔵 527 37



技術・工学 だんぜんおもしろいクルマの歴史 堺　憲一／著 ＮＴＴ出版 537

衣類の洗濯・収納・お手入れ便利帖 山崎　勝／著 幻冬舎エデュケーション 593

料理 トイロ家の何度も作ってあげたい野菜がいっぱい！毎日ごはん トイロ／著 学研パブリッシング 596

ポリ袋でつくる魔法のレシピ70 かんたん・おいしい・かたづけラクチン! 金丸 絵里加著 東京書店 596

産業 農は輝ける 星　寛治／著 創森社 610

街路樹を楽しむ15の謎 渡辺 一夫著 築地書館 629

ペットがあなたを選んだ理由 塩田　妙玄／著 ハート出版 645

日本人はこれから何を買うのか? 「超おひとりさま社会…(光文社新書 637) 三浦 展著 光文社 675

おはようおかえりやす 京都六女将の魅せる和のおもてなし 早内 高士著 京都新聞出版センター 689

芸術 日本美術全集　１３ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 13

もっと知りたい河鍋暁斎 狩野　博幸／著 東京美術 721 ｶﾜ

楽しくて元気になる和紙ちぎり絵 日本和紙ちぎり絵協会／〔編〕 主婦の友社 726

絵本作家のアトリエ 2 福音館書店母の友編集部著 福音館書店 726 2

ユージン・スミス 山口　由美／著 小学館 740 ｽﾐ

アウトドアキャンプ１００の基本 学研パブリッシング 786

利休の風景 山本　兼一／著 淡交社 791 ｾﾝ

文学 ひたすら面白い小説が読みたくて 文庫解説コレクション 児玉 清著 中央公論新社 902

千年の百冊 鈴木　健一／編 小学館 910

鮨そのほか 阿川　弘之／著 新潮社 918

ことばの魔術師井上ひさし 菅野　昭正／編 岩波書店 910 ｲﾉ

村岡花子と赤毛のアンの世界 村岡　恵理／責任編集 河出書房新社 910 ﾑﾗ

タマネギのひみつ。 黒柳　徹子／著 祥伝社 914 ｸﾛ

ほんとのこと言えば？ 佐野　洋子／著 河出書房新社 914 ｻﾉ

ぼくがいま、死について思うこと 椎名　誠／著 新潮社 914 ｼｲ

歴史読み枕草子 赤間　恵都子／著 三省堂 914 ｾｲ

ごはんぐるり 西　加奈子／著 ＮＨＫ出版 914 ﾆｼ

熱血ポンちゃんから騒ぎ 山田　詠美／〔著〕 新潮社 914 ﾔﾏ

僕は、七輪でみんなをハッピーにしたい 黒岩　揺光／著 ユーキャン学び出版 916 ｸﾛ

児童書（読物） 怪盗レッド　７ 秋木　真／作 角川書店 F ｱｷ 7

怪盗レッド　８ 秋木　真／作 角川書店 F ｱｷ 8

おまじないは魔法の香水(ポプラ物語館 47) あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ

なみだひっこんでろ 岩瀬　成子／作 岩崎書店 F ｲﾜ

ハサミの魔術師とホシノツカイ 岡田　貴久子／作 偕成社 F ｵｶ

魔女のシュークリーム 岡田　淳／作・絵 神戸：ＢＬ出版 F ｵｶ

トランプおじさんと家出してきたコブタ たかどの　ほうこ／作 偕成社 F ﾀｶ

有松の庄九郎 中川　なをみ／作 新日本出版社 F ﾅｶ

オムレツ屋へようこそ！ 西村　友里／作 国土社 F ﾆｼ

くりぃむパン 濱野　京子／作 くもん出版 F ﾊﾏ

レガッタ！　２ 濱野　京子／〔著〕 講談社 F ﾊﾏ 2

みんなの家出(福音館創作童話シリーズ) 藤田 のぼる作 福音館書店 F ﾌｼﾞ

はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ／著 講談社 933 ｸﾚ

かわいいゴキブリのおんなの子メイベルのぼうけん(世界傑作童話シリーズ) ケイティ・スペック作 福音館書店 933 ｽﾍﾟ

ヘムロック山のくま(世界傑作童話シリーズ) アリス・デルグレーシュ作 福音館書店 933 ﾃﾞﾘ

予言された英雄(少年冒険家トム 3) イアン・ベック作・絵 静山社 933 ﾍﾞﾂ

くまのテディ・ロビンソン(世界傑作童話シリーズ) ジョーン・G・ロビンソンさく・え 福音館書店 933 ﾛﾋﾞ

テディ・ロビンソンまほうをつかう(世界傑作童話シリーズ) ジョーン・G・ロビンソンさく・え 福音館書店 933 ﾛﾋﾞ



児童書（読物） ゾウの家にやってきた赤アリ カタリーナ・ヴァルクス／作・絵 文研出版 953 ﾊﾞﾙ

こねずみとえんぴつ 12のたのしいおはなしとえのほん(世界傑作童話シリーズ) ステーエフさく・え 福音館書店 983 ｽﾃ

児童書（知識） ランドセルは海を越えて(シリーズ・自然いのちひと 14) 内堀 タケシ写真・文 ポプラ社 376

世界の住まい大図鑑 ユニークな家、大集合! 野外民族博物館リトルワールド監修 PHP研究所 383

昔の道具大図鑑 明治・大正・昭和に活躍! 小泉 和子監修 PHP研究所 383

うみのとり 薮内　正幸／ぶん・え 福音館書店 488

かわやぬまのとり 薮内　正幸／ぶん・え 福音館書店 488

そうげんのとり 薮内　正幸／ぶん・え 福音館書店 488

にわやこうえんにくるとり 薮内　正幸／ぶん・え 福音館書店 488

永遠に捨てない朋が着たい 今関　信子／著 汐文社 519

ゴジラ誕生物語 山口　理／著 文研出版 778

三本の金の髪の毛 中・東欧のむかしばなし 松岡 享子訳 のら書店 908

シリーズ昔の農具　２ 小川　直之／監修 農山漁村文化協会 614 2

シリーズ昔の農具　３ 小川　直之／監修 農山漁村文化協会 614 3

絵本 いっしょだよ 小寺　卓矢／写真・文 アリス館 E ｱﾘ

チリとチリリちかのおはなし どい　かや／作 アリス館 E ｱﾘ

くらやみこわいよ レモニー・スニケット作 岩崎書店 E ｲﾜ

なんだかへんなのね 内田　麟太郎／文 絵本塾出版 E ｴﾎ

ムッシュ・ムニエルのサーカス 佐々木　マキ／作 絵本館 E ｴﾎ

ぱんつくったよ。 平田 昌広作 国土社 E ｺｸ

かがやいてる 草場　一壽／作 サンマーク出版 E ｻﾝ

メガネをかけたら くすのき　しげのり／作 小学館 E ｼﾖ

むらの英雄 わたなべ　しげお／文 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

ゾウの森とポテトチップス 横塚　眞己人／しゃしんとぶん そうえん社 E ｿｳ

サーカスのあかちゃんぞう モード・ピーターシャムさく 長崎出版 E ﾅｶﾞ

これはちいさな本 レイン・スミス作 BL出版 E ﾋﾞｴ

ちっちゃなトラックレッドくんとブラックくん みやにし たつや作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

まめじかカンチルの冒険 松井　由紀子／再話 福音館書店 E ﾌｸ

まゆとうりんこ 富安　陽子／文 福音館書店 E ﾌｸ

きょうはマラカスのひ クネクネさんのいちにち(日本傑作絵本シリーズ) 樋勝 朊巳文・絵 福音館書店 E ﾌｸ

いのちあふれる海へ 海洋学者シルビア アール クレア A.ニヴォラさく 福音館書店 E ﾌｸ

ざっそうの名前 長尾 玲子作 福音館書店 E ﾌｸ

おやゆびトム ペロー童話(世界傑作絵本シリーズ) ペロー原作 福音館書店 E ﾌｸ

ふしぎなやどや(日本傑作絵本シリーズ) 薛 漁思原作 福音館書店 E ﾌｸ

かぼちゃごよみ 川原田 徹絵 復刊ドットコム E ﾌﾂ

はだかのサイ ミヒャエル・エンデ／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

わたしのいちばんあのこの１ばん アリソン・ウォルチ／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

冒険!発見!大迷路悪夢の迷宮 原 裕朗作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

こまったときのねこおどり(いとうひろしの本 15) いとう ひろし作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

たまごサーカス(ほるぷ創作絵本) ふくだ じゅんこ作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

紙芝居 おまめくんぱちぱちー とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

おおきないわがどーん(おひさまこんにちは年少向) とよた かずひこ脚本・絵 童心社 K

はしれきょうりゅうパラーサ(ともだちだいすき) やました こうへい脚本・絵 童心社 K




