
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 国語、数学、理科、誘拐 青柳　碧人／著 文藝春秋 F ｱｵ

駅物語 朱野　帰子／著 講談社 F ｱｹ

奇譚を売る店 芦辺　拓／著 光文社 F ｱｼ

狼と兎のゲーム 我孫子　武丸／著 講談社 F ｱﾋﾞ

Ａｎｏｔｈｅｒ　〔２〕 綾辻　行人／著 角川書店 F ｱﾔ 2

三階に止まる 石持　浅海／著 河出書房新社 F ｲｼ

王になろうとした男 伊東　潤／著 文藝春秋 F ｲﾄ

唐人さんがやって来る 植松　三十里／著 中央公論新社 F ｳｴ

御役目は影働き 浮穴　みみ／著 中央公論新社 F ｳｷ

密室蒐集家 大山　誠一郎／著 原書房 F ｵｵ

関ケ原 岡田　秀文／著 双葉社 F ｵｶ

詐騎士　６ かいとーこ／〔著〕 アルファポリス F ｶｲ 6

ドラゴンフライ 河合　莞爾／著 角川書店 F ｶﾜ

喧嘩猿 木内　一裕／著 講談社 F ｷｳ

祭りの日 北原　亞以子／著 新潮社 F ｷﾀ

いつかかえるになる日まで 栗本　薫／〔著〕 インターグロー F ｸﾘ

あの花に手が届けば 駒崎　優／著 中央公論新社 F ｺﾏ

故郷に降る雨の声　上・下 駒崎　優／著 中央公論新社 F ｺﾏ

宰領 今野　敏／著 新潮社 F ｺﾝ

トオチカ 崎谷　はるひ／著 角川書店 F ｻｷ

無垢の領域 桜木　紫乃／著 新潮社 F ｻｸ

風に立つライオン さだ　まさし／著 幻冬舎 F ｻﾀﾞ

ジャッジメント 佐藤　青南／著 祥伝社 F ｻﾄ

ニッチを探して 島田　雅彦／著 新潮社 F ｼﾏ

スタンド・バイ・ミー 小路　幸也／著 集英社 F ｼﾖ

娘の結婚 小路　幸也／著 祥伝社 F ｼﾖ

かげゑ歌麿 高橋　克彦／著 文藝春秋 F ﾀｶ

ブラッドライン 知念　実希人／著 新潮社 F ﾁﾈ

たぶんねこ 畠中　恵／著 新潮社 F ﾊﾀ

ポンチョに夜明けの風はらませて 早見　和真／著 祥伝社 F ﾊﾔ

ぼくの最高の日 はらだ　みずき／著 実業之日本社 F ﾊﾗ

龍の七部族　２ ひかわ　玲子／著 朝日新聞出版 F ﾋｶ

風景を見る犬 樋口　有介／著 集英社インターナショナル F ﾋｸﾞ

鸚鵡楼の惨劇 真梨　幸子／著 小学館 F ﾏﾘ

蒼きテロルの翼 三咲　光郎／著 祥伝社 F ﾐｻ

お女ヤン！！　１０ 岬／著 アスキー・メディアワークス F ﾐｻ 10

自分を好きになる方法 本谷　有希子／著 講談社 F ﾓﾄ

赤目姫の潮解 森　博嗣／著 講談社 F ﾓﾘ

悪道　〔３〕 森村　誠一／著 講談社 F ﾓﾘ 3

千両かんばん 山本　一力／著 新潮社 F ﾔﾏ

大地のゲーム 綿矢　りさ／著 新潮社 F ﾜﾀ

罪なき者よ、我を撃て 渡辺　容子／著 講談社 F ﾜﾀ

外国の小説 ナラク ゴビンダ・プラサド・マイナリ／著 希の樹出版 929 ﾏｲ

出訴期限 スコット・トゥロー／著 文藝春秋 933 ﾀﾛ

ヘミングウェイの妻 ポーラ・マクレイン／著 新潮社 933 ﾏｸ

失踪者たちの画家 ポール・ラファージ／著 中央公論新社 933 ﾗﾌ

文庫 闇夜に乙女が訪れて エマ・ワイルズ／著 竹書房 B 933 ﾜｲ

てれすこ 朝松　健／著 ＰＨＰ研究所 B F ｱｻ

ようこそ、わが家へ 池井戸　潤／著 小学館 B F ｲｹ



文庫 ハイスピード おおじ　こうじ 株式会社京都アニメーション B F ｵｵ

黒の女教師 山下　友弘／企画脚本 泰文堂 B F ｵｷﾞ

恋する王子と愛しの姫君 小椋　春歌／〔著〕 エンターブレイン B F ｵｸﾞ

丕緒の鳥 小野　不由美／著 新潮社 B F ｵﾉ

銀狼王の求婚　〔４〕 小野上　明夜／著 一迅社 B F ｵﾉ 4

心霊探偵八雲 神永　学／〔著〕 角川書店 B F ｶﾐ

これはゾンビですか？　１０～１３ 木村　心一／著 富士見書房 B F ｷﾑ

星のかけら 重松　清／著 新潮社 B F ｼｹﾞ

マイ・ブルー・ヘブン 小路　幸也／著 集英社 B F ｼﾖ

カゲロウデイズ　３ じん＇自然の敵Ｐ（／著 エンターブレイン B F ｼﾞﾝ 3

爆心 青来　有一／著 文藝春秋 B F ｾｲ

鬼舞　〔１０〕 瀬川　貴次／著 集英社 B F ｾｶﾞ 10

明智光秀と斎藤利三 山元　泰生／著 学陽書房 B F ﾔﾏ

総合 松居直と『こどものとも』 松居　直／著 ミネルヴァ書房 019

ようこそ絵本の世界へ 寺澤　敬子／著 上毛新聞社事業局出版部 019

哲学 君の思いは必ず実現する 稲盛　和夫／著 財界研究所 159

「心のガラクタ」を捨てる生き方 川畑　のぶこ／著 三笠書房 159

心の荷物を片づける女＇ひと（は、うまくいく 有川　真由美／著 ＰＨＰ研究所 159

これまでしたことのない話 斎藤　一人／著 サンマーク出版 159

成功者３０００人の言葉 上阪　徹／著 飛鳥新社 159

１００％好かれる１％の習慣 松澤　萬紀／著 ダイヤモンド社 159

歴史 １３７億年の物語 クリストファー・ロイド／著 文藝春秋 209

もうひとつの「最後の授業」 ジェイ・パウシュ／著 講談社 289 ﾊﾟｳ

１００歳、ずっと必要とされる人 福井　福太郎／著 日経ＢＰ社 289 ﾌｸ

社会科学 〈株〉貧困大国アメリカ 堤　未果／著 岩波書店 302

カイジ「命より重い！」お金の話 木暮　太一／著 サンマーク出版 330

２０１４年の大転換 菅下　清廣／著 フォレスト出版 332

２０１３年は株を買え、２０１４年は不動産を買え 菅下　清廣／著 幻冬舎 338

日本の国家破産に備える資産防衛マニュアル 橘　玲／著 ダイヤモンド社 338
これ１冊で安心！介護保険のしくみ・使い方・お金のすべて 中林　梓／監修 ナツメ社 364

少女たちの昭和 小泉　和子／編 河出書房新社 367

子どもの本当の気持ちが見えるようになる本 原坂　一郎／著 すばる舎 379

英国一家、日本を食べる マイケル・ブース／著 亜紀書房 383

毎日の「結び方・しばり方」マニュアル 水島　一誠／監修 メイツ出版 383

あなたのお葬式 川上　知紀／著 日本経済新聞出版社 385

自然科学 面白くて眠れなくなる数学プレミアム 桜井　進／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 410

数学ガールの秘密ノート 結城　浩／著 ソフトバンククリエイティブ 410

星座の見つけ方と神話がわかる星空図鑑 永田　美絵／著 成美堂出版 443

雲のかたち立体的観察図鑑 村井　昭夫／文と写真 草思社 451

ひんやり氷の本 前野　紀一／監修 池田書店 451

皮膚科医が教える本当に正しい足のケア 高山　かおる／監修 家の光協会 494

技術 ガラスの科学 ニューガラスフォーラム／編著 日刊工業新聞社 573

足と靴の科学 アシックススポーツ工学研究所／編著 日刊工業新聞社 589

ベジタブル・カッティングの技法書 高梨　由美／著 誠文堂新光社 596

てんきち母ちゃん家＇ち（のふつうの日の絶品ごはん　２ 井上　かなえ／〔著〕 宝島社 596 2

産業 農家が教える微生物パワーとことん活用読本 農文協／編 農山漁村文化協会 613

竹垣づくりのテクニック 吉河　功／監修 誠文堂新光社 629

銀柴さん 影山　直美／絵と文 辰巳出版 645

原色木材大事典１８５種 村山　忠親／著 誠文堂新光社 R 657

大人のザリガニ飼育ガイド 砂川　光朗／著 エムピージェー 666

金魚飼育ノート 金魚好き編集部／編 誠文堂新光社 666

芸術 レース切り絵でつくる絵本の世界 蒼山　日菜／著 河出書房新社 726

あなたにもできる蒼山日菜のレース切り絵　２ 蒼山　日菜／著 角川学芸出版 726 2

心をひらく遊び文字 森　千景／著 日貿出版社 728

七十二候の切り紙 佐藤　蕗野／著 誠文堂新光社 754

Ｌｅｔ’ｓ　ｅｎｊｏｙ　ＯＲＩＧＡＭＩ動物折り紙をたのしもう！ 高井　弘明／折り紙監修 今人舎＇発売（ 754



芸術 子どもの足をすぐに速くする！ 為末　大／著 扶桑社 782

高校野球敗者の教え 田尻　賢誉／著 日刊スポーツ出版社 783

「野球ひじ」を治す・防ぐ・鍛える 山本　智章／著 マキノ出版 783

実例から学べる！山の病気とケガ 野口　いづみ／著 山と溪谷社 786

裏千家茶道点前教則　２４・２５ 千　宗室／著 淡交社 791

文学 本格ミステリ鑑賞術 福井　健太／著 東京創元社 901

晴れたり曇ったり 川上　弘美／著 講談社 914 ｶﾜ

私とは何か 平野　啓一郎／著 講談社 914 ﾋﾗ

文士の友情 安岡　章太郎／著 新潮社 914 ﾔｽ

介護はしないぞ 井上　雅義／著 小学館 916 ｲﾉ

竹林はるか遠く ヨーコ・カワシマ・ワトキンズ／著＆監訳 ハート出版 916 ﾜﾄ

児童書＇読物（ 黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１５ 石崎　洋司／作 講談社 F ｲｼ 15

うみのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

やまのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

べんり屋、寺岡の夏。 中山　聖子／作 文研出版 F ﾅｶ

６人のお姫さま 二宮　由紀子／作 理論社 F ﾆﾉ

かいけつゾロリなぞのスパイと１００本のバラ 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

晴れた日は図書館へいこう 緑川　聖司／作 小峰書店 F ﾐﾄﾞ

ともだちはきつね 村上　しいこ／作 ＷＡＶＥ出版 F ﾑﾗ

はれたまたまこぶた 矢玉　四郎／作・絵 岩崎書店 F ﾔﾀﾞ

ぼくの一輪車は雲の上 山口　理／作 文研出版 F ﾔﾏ

ミラクルうまいさんと夏 令丈　ヒロ子／作 講談社 F ﾚｲ

人間になりたがった猫 ロイド・アリグザンダー／〔著〕 評論社 933 ｱﾚ

パンダ救出作戦 メアリー・ポープ・オズボーン／著 メディアファクトリー 933 ｵｽﾞ

オズの魔法 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　１０ ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 小峰書店 933 ﾊﾄﾞ 10

おいしいケーキはミステリー！？ アレグザンダー・マコール・スミス／作 あかね書房 933 ﾏﾂ

時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ／作 あかね書房 933 ﾓﾊﾟ

ユリシーズ・ムーアと灰の庭 〔Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ／著〕 学研教育出版 973 ﾊﾞﾂ

児童書＇知識（ 超ふしぎ体験！立体トリックアート工作キットブック １・２ 杉原　厚吉／著 金の星社 145

いっしょにいきるって、なに？ オスカー・ブルニフィエ／文 朝日出版社 150

まんがで学習日本の歴史人物伝　上・中・下 小和田　哲男／監修 成美堂出版 210

富士山の大図鑑 富士学会／監修 ＰＨＰ研究所 291

ホタルの光は、なぞだらけ 大場　裕一／著 くもん出版 468

今森光彦の昆虫教室　くらしとかいかた 今森　光彦／作 童心社 486

今森光彦の昆虫教室　とりかた・みつけかた 今森　光彦／作 童心社 486

魚 瀬能　宏／監修 ポプラ社 487

乗り物の迷路 香川　元太郎／作・絵 ＰＨＰ研究所 536

スーパー戦隊大図鑑 ポプラ社 778

少年口伝隊一九四五 井上　ひさし／著 講談社 912 ｲﾉ

ぼくは満員電車で原爆を浴びた 米澤　鐡志／語り 小学館 916 ﾖﾈ

絵本 モナリザをさがせ マーイケ・コーレ／作・絵 朝日学生新聞社 E ｱｻ

はしるってなに 和合　亮一／文 芸術新聞社 E ｹﾞｲ

注文の多い料理店 宮澤　賢治／作 好学社 E ｺｳ

ぼくはここにいる ピーター・レイノルズ／作 小峰書店 E ｺﾐ

わすれないよいつまでも ヨシコ・ウチダ／文 晶文社 E ｼﾖ

わりばしワーリーもういいよ シゲタ　サヤカ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

おおきなキャベツ 岡　信子／作 世界文化社 E ｾｶ

かぶとむしランドセル ふくべ　あきひろ／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

しあわせなワニくんあべこべの１日 神沢　利子／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

のせてのせて１００かいだてのバス マイク・スミス／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

水木少年とのんのんばあの地獄めぐり 水木　しげる／著 マガジンハウス E ﾏｶﾞ

紙芝居 ゾウとネズミ イチンノロブ・ガンバートル／脚本 童心社 K

はしの上のおおかみ 奈街　三郎／原作 鈴木出版 K

みみをすませて 和歌山　静子／脚本・絵 童心社 K




