
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 流水浮木 青山　文平／著 新潮社 F ｱｵ

烏は主を選ばない 阿部　智里／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

イミテーション・プリンセス　２ 天都　しずる／〔著〕 アルファポリス F ｱﾏ 2

リターン 五十嵐　貴久／著 幻冬舎 F ｲｶﾞ

バスを待って 石田　千／著 小学館 F ｲｼ

オーリエラントの魔道師たち 乾石　智子／著 東京創元社 F ｲﾇ

バックストリート 逢坂　剛／著 毎日新聞社 F ｵｳ

手の中の天秤 桂　望実／著 ＰＨＰ研究所 F ｶﾂ

はるひのの、はる 加納　朊子／著 幻冬舎 F ｶﾉ

経済特区自由村 黒野　伸一／著 徳間書店 F ｸﾛ

てのひらに爆弾を 黒武　洋／著 双葉社 F ｸﾛ

宰領 今野　敏／著 新潮社 F ｺﾝ

土蛍 近藤　史恵／著 光文社 F ｺﾝ

三途の川で落しもの 西條　奈加／著 幻冬舎 F ｻｲ

今度こそ幸せになります！　２ 斎木　リコ／〔著〕 アルファポリス F ｻｲ 2

おれたちの約束 佐川　光晴／著 集英社 F ｻｶﾞ

ママン愛人（ラマン） 佐藤　亜有子／著 河出書房新社 F ｻﾄ

ふたり女房 澤田　瞳子／著 徳間書店 F ｻﾜ

満つる月の如し 澤田　瞳子／著 徳間書店 F ｻﾜ

ザ・ロスチャイルド 渋井　真帆／著 ダイヤモンド社 F ｼﾌﾞ

考えすぎた人 清水　義範／著 新潮社 F ｼﾐ

なごり歌 朱川　湊人／著 新潮社 F ｼﾕ

光の楽園　１～３ 涼原　みなと／著 中央公論新社 F ｽｽﾞ

こんなわたしで、ごめんなさい 平　安寿子／著 実業之日本社 F ﾀｲ

図書室のキリギリス 竹内　真／著 双葉社 F ﾀｹ

あとかた 千早　茜／著 新潮社 F ﾁﾊ

これからお祈りにいきます 津村　記久子／著 角川書店 F ﾂﾑ

わたくし、実家に帰らせていただきます！ 灯乃／著 スターツ出版 F ﾄｳ

勇者様にいきなり求婚されたのですが　３ 富樫　聖夜／〔著〕 アルファポリス F ﾄｶﾞ 3

あん ドリアン助川／著 ポプラ社 F ﾄﾞﾘ

わたしをみつけて 中脇　初枝／著 ポプラ社 F ﾅｶ

教場 長岡　弘樹／著 小学館 F ﾅｶﾞ

撲撲少年 仁木　英之／著 角川書店 F ﾆｷ

歪んだ忌日 西村　賢太／著 新潮社 F ﾆｼ

ドミノ倒し 貫井　徳郎／著 東京創元社 F ﾇｸ

南部芸能事務所 畑野　智美／著 講談社 F ﾊﾀ

月神 葉室　麟／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾊﾑ

総理の夫 原田　マハ／著 実業之日本社 F ﾊﾗ

龍の七部族 ひかわ　玲子／著 朝日新聞出版 F ﾋｶ

増山超能力師事務所 誉田　哲也／著 文藝春秋 F ﾎﾝ

壺中の回廊 松井　今朝子／著 集英社 F ﾏﾂ

高校入試 湊　かなえ／著 角川書店 F ﾐﾅ

泣き童子（わらし） 宮部　みゆき／著 文藝春秋 F ﾐﾔ

湖底の城　４巻 宮城谷　昌光／著 講談社 F ﾐﾔ 4



日本の小説 神様が殺してくれる 森　博嗣／著 幻冬舎 F ﾓﾘ

再会 諸田　玲子／著 文藝春秋 F ﾓﾛ

楽園の蝶 柳　広司／著 講談社 F ﾔﾅ

月下上海 山口　恵以子／著 文藝春秋 F ﾔﾏ

愛ふたたび 渡辺　淳一／著 幻冬舎 F ﾜﾀ

外国の小説 奇跡の時代 カレン・トンプソン・ウォーカー／著 角川書店 933 ｳｵ

イースタリーのエレジー ペティナ・ガッパ／著 新潮社 933 ｶﾞﾂ

二流小説家 デイヴィッド・ゴードン／著 早川書房 933 ｺﾞﾄﾞ

ミステリガール デイヴィッド・ゴードン／著 早川書房 933 ｺﾞﾄﾞ

白い虎の月 コリーン・ハウック／著 ヴィレッジブックス 933 ﾊｳ

グレート・ギャツビー スコット・フィッツジェラルド／著 中央公論新社 933 ﾌｲ

チャイルド・オブ・ゴッド コーマック・マッカーシー／著 早川書房 933 ﾏﾂ

緑衣の女 アーナルデュル・インドリダソン／著 東京創元社 949 ｱﾅ

ＨＨｈＨ ローラン・ビネ／著 東京創元社 953 ﾋﾞﾈ

海底バール ステファノ・ベンニ／著 河出書房新社 973 ﾍﾞﾝ

文庫本 時のみぞ知る　上・下 ジェフリー・アーチャー／〔著〕 新潮社 B 933 ｱﾁ

猛き戦士のベッドで メアリー・ワイン／著 扶桑社 B 933 ﾜｲ

民王 池井戸　潤／著 文藝春秋 B F ｲｹ

瑠璃龍守護録　〔５〕 くりた　かのこ／〔著〕 エンターブレイン B F ｸﾘ 5

風の中のマリア 百田　尚樹／〔著〕 講談社 B F ﾋﾔ

庶民烈伝 深沢　七郎／著 中央公論新社 B F ﾌｶ

月光 誉田　哲也／著 中央公論新社 B F ﾎﾝ

総合 図書館に通う 宮田　昇／〔著〕 みすず書房 010

哲学 スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル／著 大和書房 141

緊張して失敗する子どものためのリラックス・レッスン 有光　興記／監修 講談社 146

天国にいったペットたち シルビア・ブラウン／著 ハート出版 147

いつやるか？今でしょ！ 林　修／著 宝島社 159

老いの戒め 下重　暁子／著 海竜社 159

つらくなったとき何度も読み返す「ポジティブ練習帳」 志賀内　泰弘／著 同文舘出版 159

花説法 関西花の寺二十五カ所霊場会／編 あうん社 184

歴史 太平洋の試練　上・下 イアン・トール／著 文藝春秋 210.7

小沢一郎淋しき家族の肖像 松田　賢弥／著 文藝春秋 289 ｵｻﾞ

わが若き日 新島　襄／著 毎日ワンズ 289 ﾆｲ

７０歳からの留学７７歳で５６ケ国ひとり旅ブログ日記 宮崎　信敏／著 清風堂書店 290

社会科学 これからどうする 岩波書店編集部／編 岩波書店 304

「対米従属」という宿痾 鳩山　由紀夫／著 飛鳥新社 312

永続敗戦論 白井　聡／著 太田出版 319

異文化理解入門 原沢　伊都夫／著 研究社 361

伝え方が９割 佐々木　圭一／著 ダイヤモンド社 361

「人生案内」孫は来てよし、帰ってよし 大日向　雅美／著 東京堂出版 367

海の見える病院 辰濃　哲郎／著 医薬経済社 369
車いす・片マヒの人もいっしょにできる高齢者のレクリエーション 三浦　一朗／著 ナツメ社 369
すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでスッキリ！障害者総合支援法のしくみ 若林　美佳／監修 三修社 369

ひとりで子育てしようと思ったら読む本 新川　てるえ／著 イースト・プレス 369

子どもはなぜ勉強しなくちゃいけないの？ おおた　としまさ／編著 日経ＢＰ社 379

自然科学 夜空と星の物語 パイインターナショナル 443

変形菌ずかん 川上　新一／著 平凡社 473

家族の認知症に気づいて支える本 斎藤　正彦／監修 小学館 493

腸育をはじめよう！ 松生　恒夫／著 講談社 493

ネット依存症のことがよくわかる本 樋口　進／監修 講談社 493

老ける老けないは目で決まる！ 朋部　匡志／著 すばる舎 496



自然科学 世界が認めたニッポンの居眠り ブリギッテ・シテーガ／著 阪急コミュニケーションズ 498

入浴の事典 阿岸　祐幸／編 東京堂出版 498

技術 誰も知らない「建築の見方」 フィリップ・ウィルキンソン／著 エクスナレッジ 520

建築デザインの解剖図鑑 スタジオワーク／著 エクスナレッジ 521

メルトダウン連鎖の真相 ＮＨＫスペシャル『メルトダウン』取材班／著 講談社 543

すべてがわかる！「発酵食品」事典 小泉　武夫／監修 世界文化社 588

５０代★家計見直し術 豊田　眞弓／編著 実務教育出版 591

老後のお金 文藝春秋／編 文藝春秋 B 591
女性や初心者でもできる家具とインテリアのペイントＢＯＯＫ ターナー色彩株式会社／監修 主婦と生活社 592

直線縫いの子ども朋 渡部　サト／著 河出書房新社 593

いちばん簡単、きれいに作れるがまぐちの本 越膳　夕香／著 河出書房新社 594

手縫いで作れる小さな布こもの ブティック社 594

えこまんま 汲玉／著 旭屋出版 596

奇跡のりんごスープ物語 山崎　隆／著 講談社 596

魔法びんでゆでるだけおいしい豆のおかず 牛尾　理恵／著 主婦の友社 596

産業 ぐうたら農法野菜づくり成功のコツ 西村　和雄／監修 学研パブリッシング 626

野菜を病気と害虫から守る本 根本　久／著 ＮＨＫ出版 626

手軽におしゃれインテリアプランツ グリーン・ギャラリー・ガーデンズ／監修 講談社 627

水中犬 セス・キャスティール／著 サンマーク出版 645

カエル飼育ノート 水谷　継／著 誠文堂新光社 666

おもてなし接客術 井川　今日子／著 同文舘出版 673

繁盛店の店長・リーダーがしている朝礼のスピーチ スピーキングエッセイ／著 同文舘出版 673

芸術 日本美術全集　１０ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 10

水木しげる漫画大全集　０５３ 水木　しげる／著 講談社 726 53

水木しげる漫画大全集　０６９ 水木　しげる／著 講談社 726 69

レオ・レオーニ希望の絵本をつくる人 松岡　希代子／著 美術出版社 726 ﾚｵ

皺 パコ・ロカ／著 小学館集英社プロダクション 726

柿沼康二オレ流書の冒険 柿沼　康二／講師 ＮＨＫ出版 728

エコクラフトで作る東欧、北欧スタイルのかご 古木　明美／著 河出書房新社 754

かわいい！使える！！ふせんでネコクラフト Ｋｉｌｌｉｇｒａｐｈ／著 グラフィック社 754

１日で感動的に声がよくなる！歌もうまくなる！！ 堀澤　麻衣子／著 すばる舎 767

演じてみようつくってみよう紙芝居 長野　ヒデ子／編著 石風社 779

高校野球は頭脳が９割 後原　富／著 東邦出版 783

負けかたの極意 野村　克也／著 講談社 783

騎手の一分 藤田　伸二／著 講談社 788

文学 周五郎伝 齋藤　愼爾／著 白水社 910 ﾔﾏ

鑑賞日本の名歌 『短歌』編集部／編 角川学芸出版 911

鑑賞日本の名句 『俳句』編集部／編 角川学芸出版 911

奇跡－ミラクル－ 長田　弘／〔著〕 みすず書房 911

てのひらなう 莉仔しとらす 日本文学館 911 ﾘｺ

ベスト・エッセイ　２０１３ 日本文藝家協会／編 光村図書出版 914 13

終わりと始まり 池澤　夏樹／著 朝日新聞出版 914 ｲｹ

犬心 伊藤　比呂美／著 文藝春秋 914 ｲﾄ

男のおばあさん 永　六輔／著 大和書房 914 ｴｲ

愛する伴侶（ひと）を失って 加賀　乙彦／著 集英社 914 ｶｶﾞ

ロサンゼルスの愛すべきダンス仲間 米谷　ふみ子／文と絵 マガジンハウス 914 ｺﾒ

そんなに、変わった？ 酒井　順子／著 講談社 914 ｻｶ

とりあえず今日を生き、明日もまた今日を生きよう なだ　いなだ／著 青萠堂 914 ﾅﾀﾞ

ミサキア記のタダシガ記 三崎　亜記／著 角川書店 914 ﾐｻ

作家の道楽 夢枕　獏／著 ベストセラーズ 914 ﾕﾒ

ぼくは旅にでた 杉山　亮／著 径書房 915 ｽｷﾞ



文学 偽文士日碌 筒井　康隆／著 角川書店 915 ﾂﾂ

ラッキーのかけら 由加利 文芸社 915 ﾕｶ

英語が喋れないチャリおっちゃんの旅 四方　順次 太陽書房 A 916 ｼｶ

児童書（読物） ほねほねザウルス　１０ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F 10

山の子みや子 石井　和代／著 てらいんく F ｲｼ

木をうえるスサノオ 岡崎　ひでたか／作 新日本出版社 F ｵｶ

ゲンタ！ 風野　潮／著 ほるぷ出版 F ｶｾﾞ

河童のクゥと夏休み 木暮　正夫／作 岩崎書店 F ｺｸﾞ

おばけのクリリン こさか　まさみ／作 福音館書店 F ｺｻ

じいちゃんの森 小原　麻由美／作 ＰＨＰ研究所 F ｺﾊ

ゆびわがくれたプレゼント 田沢　五月／作 ポプラ社 F ﾀｻﾞ

おいらはケネルキャットサスケ 中村　文人／作 佼成出版社 F ﾅｶ

おじいさんのランプ 新美　南吉／著 日本図書センター F ﾆｲ

でんでんむしのかなしみ 新美　南吉／作 大日本図書 F ﾆｲ

かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

裏庭は知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 F ﾌｼﾞ

クリスマスは知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 F ﾌｼﾞ

さようなら、まほうの国！！ 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

極上おばけクッキング！ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

アサギをよぶ声 森川　成美／作 偕成社 F ﾓﾘ

風よ！カナの島へ 森　夏月／作 国土社 F ﾓﾘ

トモダチックリの守り人 吉富　多美／作 金の星社 F ﾖｼ

やさしい大おとこ ルイス・スロボドキン／作・絵 徳間書店 933 ｽﾛ

負けないパティシエガール ジョーン・バウアー／著 小学館 933 ﾊﾞｳ

サリー・ジョーンズの伝説 ヤコブ・ヴェゲリウス／作 福音館書店 949 ﾍﾞｹﾞ

わたしは倒れて血を流す イェニー・ヤーゲルフェルト／作 岩波書店 949 ﾔｹﾞ

オクサ・ポロック　２ アンヌ・プリショタ／著 西村書店 953 ﾌﾟﾘ 2

児童書（知識） ハイパーレスキュー災害現場へ走れ！ 深光　富士男／文 佼成出版社 317

異常気象の大研究 三上　岳彦／監修 ＰＨＰ研究所 451

花と昆虫の大研究 松田　喬／著 ＰＨＰ研究所 471

鳴く虫の科学 高嶋　清明／写真・文 誠文堂新光社 486

ホタル 中山　れいこ／著 少年写真新聞社 486

エルトゥールル号の遭難 寮　美千子／文 小学館クリエイティブ 557

走る動物病院 佐和　みずえ／著 汐文社 649

あそべるつかえる小学生のヒラメキ工作 日本ヴォーグ社 750

身近な素材でつくる小学生のわくわく工作 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 750

水泳のコツ大研究 後藤　真二／監修 ＰＨＰ研究所 785

調べる！４７都道府県　２０１３年改訂版 こどもくらぶ／編 同友館 602 13

肥料と土つくりの絵本　２ 藤原　俊六郎／監修 農山漁村文化協会 613 2

「とっちゃまん」の読書感想文書き方ドリル　２０１３ 宮川　俊彦／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 816 13

絵本 ありがとう、チュウ先生 パトリシア・ポラッコ／作 岩崎書店 E ｲﾜ

はいチーズ 長谷川　義史／作 絵本館 E ｴﾎ

妖怪食堂 広瀬　克也／作 絵本館 E ｴﾎ

江戸の子どもちょんまげのひみつ 菊地　ひと美／〔作〕 偕成社 E ｶｲ

おめんです いしかわ　こうじ／作・絵 偕成社 E ｶｲ

ごんぎつね 新美　南吉／作 偕成社 E ｶｲ

オンブバッタのおつかい 得田　之久／文 教育画劇 E ｷﾖ

かぶと３兄弟 宮西　達也／作・絵 教育画劇 E ｷﾖ

ごんぎつね 新美　南吉／作 金の星社 E ｷﾝ

ヤダヤダかめん あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

モリくんのすいかカー かんべ　あやこ／作 くもん出版 E ｸﾓ



絵本 ごんぎつね 新美　南吉／作 講談社 E ｺｳ

てぶくろをかいに 新美　南吉／作 講談社 E ｺｳ

でんせつのいきものをさがせ！ 田中　六大／作・絵 講談社 E ｺｳ

ねずみのつきめくり レオ＝レオニ／〔画〕 好学社 E ｺｳ

バスガエル 戸田　和代／作 佼成出版社 E ｺｳ

ぼくのなまえはダメ！ マルタ・アルテス／さく コスモピア E ｺｽ

かげ 新美　南吉／作 新樹社 E ｼﾝ

木のまつり 新美　南吉／作 新樹社 E ｼﾝ

でんでんむしのかなしみ 新美　南吉／文 新樹社 E ｼﾝ

にひきのかえる 新美　南吉／作 新樹社 E ｼﾝ

としょかんねずみ　３ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 E ｽﾞｲ 3

かにのしょうばい 新美　南吉／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

きょうもひつじぱん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

すいかのめいさんち 平田　昌広／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

たなばたさまきららきらら 長野　ヒデ子／作・絵 世界文化社 E ｾｶ

いろいろバス ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 大日本図書 E ﾀﾞｲ

巨男（おおおとこ）の話 新美　南吉／作 大日本図書 E ﾀﾞｲ

うわさごと 梅田　俊作／文・絵 汐文社 E ﾁﾖ

くつがいく 和歌山　静子／作 童心社 E ﾄﾞｳ

ポットさんのぼうし きたむら　さとし／えとぶん ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

おーいおひさま！ よこた　きよし／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

おとなりはそら 赤川　明／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

くじらのあかちゃんおおきくなあれ 神沢　利子／文 福音館書店 E ﾌｸ

すいかのたね さとう　わきこ／さく・え 福音館書店 E ﾌｸ

スズムシくん 木坂　涼／文 福音館書店 E ﾌｸ

たろうめいじんのたからもの こいで　やすこ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡　たつひで／さく 福音館書店 E ﾌｸ

はじめての旅 木下　晋／文・絵 福音館書店 E ﾌｸ

ぴたっ！ あずみ虫／さく・え 福音館書店 E ﾌｸ

ペンキやさん あおき　あさみ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

ママはびようしさん アンナ・ベングトソン／さく 福音館書店 E ﾌｸ

おうさまでかけましょう 寺村　輝夫／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

かしのきホテル 久保　喬／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

かぜのかみとこども 山中　恒／文 フレーベル館 E ﾌﾚ

キラキラ やなせ　たかし／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

たぬきがいっぱい さとう　わきこ／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

みつばち　ぴい 北　杜夫／文 フレーベル館 E ﾌﾚ

リサとガスパールゆうえんちへいく アン・グットマン／ぶん ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

じんべえざめ 新宮　晋／著 文化学園文化出版局 E ﾌﾞﾝ

つるちゃんとクネクネのやまのぼり きもと　ももこ／作 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

てぶくろをかいに にいみ　なんきち／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

いしのはなし ダイアナ・アストン／文 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

たまごがいっぱい 寺村　輝夫／原作 理論社 E ﾘﾛ

紙芝居 どっかーん 遠山　昭雄／監修 雲母書房 K




