
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 十一月に死んだ悪魔 愛川　晶／著 文藝春秋 F ｱｲ

吹部！ 赤澤　竜也／著 飛鳥新社 F ｱｶ

時の審廷 芦辺　拓／著 講談社 F ｱｼ

命の後で咲いた花 綾崎　隼／著 アスキー・メディアワークス F ｱﾔ

第Ⅱ捜査官 安東　能明／著 徳間書店 F ｱﾝ

見えざる網 伊兼　源太郎／著 角川書店 F ｲｶﾞ

晩夏光 池田　久輝／〔著〕 角川春樹事務所 F ｲｹ

黙示録 池上　永一／著 角川書店 F ｲｹ

名探偵の証明 市川　哲也／著 東京創元社 F ｲﾁ

ジャックを殺せ、 今村　友紀／著 河出書房新社 F ｲﾏ

黒鉄の志士たち 植松　三十里／著 文藝春秋 F ｳｴ

海と月の迷路 大沢　在昌／著 毎日新聞社 F ｵｵ

三月 大島　真寿美／著 光文社 F ｵｵ

白戸修の逃亡 大倉　崇裕／著 双葉社 F ｵｵ

ハルモニア 鹿島田　真希／著 新潮社 F ｶｼ

お伊勢ものがたり 梶　よう子／著 集英社 F ｶｼﾞ

王様ゲーム　起源 金沢　伸明／著 双葉社 F ｶﾅ

王様ゲーム　再生９．１９ 金沢　伸明／著 双葉社 F ｶﾅ

恋する創薬研究室 喜多　喜久／著 幻冬舎 F ｷﾀ

ジューン・プライド 小島　達矢／著 文藝春秋 F ｺｼﾞ

あなたにつながる記憶のすべて 小手鞠　るい／著 実業之日本社 F ｺﾃﾞ

アリス殺し 小林　泰三／著 東京創元社 F ｺﾊﾞ

かの名はポンパドール 佐藤　賢一／著 世界文化社 F ｻﾄ

偸盗の夜 澤田　ふじ子／著 中央公論新社 F ｻﾜ

ゼツメツ少年 重松　清／著 新潮社 F ｼｹﾞ

リバーサイド・チルドレン 梓崎　優／著 東京創元社 F ｼｻﾞ

検察側の罪人 雫井　脩介／著 文藝春秋 F ｼｽﾞ

星籠（せいろ）の海　上・下 島田　荘司／著 講談社 F ｼﾏ

星を創る者たち 谷　甲州／著 河出書房新社 F ﾀﾆ

金色機械 恒川　光太郎／著 文藝春秋 F ﾂﾈ

傷 堂場　瞬一／著 講談社 F ﾄﾞｳ

かりんとう侍 中島　要／著 双葉社 F ﾅｶ

去年の冬、きみと別れ 中村　文則／著 幻冬舎 F ﾅｶ

コンチェルト・ダスト 中里　友香／著 早川書房 F ﾅｶ

ささみみささめ 長野　まゆみ／著 筑摩書房 F ﾅｶﾞ

ヤマの疾風（かぜ） 西村　健／著 徳間書店 F ﾆｼ

武蔵　３ 花村　萬月／著 徳間書店 F ﾊﾅ 3

さわらびの譜 葉室　麟／著 角川書店 F ﾊﾑ

ヴルスト！ヴルスト！ヴルスト！ 原　宏一／著 光文社 F ﾊﾗ

ユニコーン 原田　マハ／著 ＮＨＫ出版 F ﾊﾗ

祈りの幕が下りる時 東野　圭吾／著 講談社 F ﾋｶﾞ

ブラックライダー 東山　彰良／著 新潮社 F ﾋｶﾞ

昭和の犬 姫野　カオルコ／著 幻冬舎 F ﾋﾒ



日本の小説 四月、不浄の塔の下で二人は 平山　瑞穂／著 中央公論新社 F ﾋﾗ

おはなしして子ちゃん 藤野　可織／著 講談社 F ﾌｼﾞ

未明の闘争 保坂　和志／著 講談社 F ﾎｻ

ジ、エクストリーム、スキヤキ 前田　司郎／著 集英社 F ﾏｴ

代書屋ミクラ 松崎　有理／著 光文社 F ﾏﾂ

わたしのリミット 松尾　由美／著 東京創元社 F ﾏﾂ

ヒカルの卵 森沢　明夫／著 徳間書店 F ﾓﾘ

昼田とハッコウ 山崎　ナオコーラ／著 講談社 F ﾔﾏ

伊藤くんＡ　ｔｏ　Ｅ 柚木　麻子／著 幻冬舎 F ﾕｽﾞ

沈黙のエール 横関　大／著 講談社 F ﾖｺ

外国の小説 悪の法則 コーマック・マッカーシー／著 早川書房 932 ﾏﾂ

銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件 アンドリュー・カウフマン／著 東京創元社 933 ｶｳ

１１／２２／６３　上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933 ｷﾝ

シャドウ・ストーカー ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933 ﾃﾞｲ

ハロウィーンがやってきた レイ・ブラッドベリ／著 晶文社 933 ﾌﾞﾗ

竜との舞踏　１ ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン／著 早川書房 933 ﾏﾃ 1

罪人を召し出せ ヒラリー・マンテル／著 早川書房 933 ﾏﾝ

見知らぬ心臓 シャルロット・ヴァランドレイ／著 マガジンハウス 956 ﾊﾞﾗ

兵士たちの肉体 パオロ・ジョルダーノ／著 早川書房 973 ｼﾞﾖ

文庫本 アーサー王の墓所の夢 アリアナ・フランクリン／著 東京創元社 B 933 ﾌﾗ

誘惑の女神に囚われて ジョー・ベヴァリー／著 幻冬舎 B 933 ﾍﾞﾊﾞ

うたかたの日々 ヴィアン／著 光文社 B 953 ﾋﾞｱ

恋と悪魔と黙示録　〔２〕 糸森　環／著 一迅社 B F ｲﾄ 2

旗本瀬沼家始末 海野　謙四郎／著 宝島社 B F ｳﾝ

夫のカノジョ 垣谷　美雨／著 双葉社 B F ｶｷ

武王の門　上巻・下巻 北方　謙三／著 新潮社 B F ｷﾀ

双界幻幽伝　〔８〕 木村　千世／〔著〕 エンターブレイン B F ｷﾑ 8

陽だまりの彼女 越谷　オサム／著 新潮社 B F ｺｼ

そして父になる 是枝　裕和／著 宝島社 B F ｺﾚ

隠蔽捜査 今野　敏／著 新潮社 B F ｺﾝ

君に届け　１０～１３ 椎名　軽穂／原作 集英社 B F ｼﾓ

カゲロウデイズ　４ じん（自然の敵Ｐ）／著 エンターブレイン B F ｼﾞﾝ 4

人類資金　１～３ 福井　晴敏／〔著〕 講談社 B F ﾌｸ

風の王国 毛利　志生子／著 集英社 B F ﾓｳ

〈仮〉花嫁のやんごとなき事情　〔２〕～〔５〕 夕鷺　かのう／〔著〕 エンターブレイン B F ﾕｳ

孤舟 渡辺　淳一／著 集英社 B F ﾜﾀ

総合 いちばんわかる手製本レッスン スタジオタッククリエイティブ 022

哲学 ６０歳から下手な生き方はしたくない 川北　義則／著 大和書房 159

「断わる力」を身につける！ 斎藤　茂太／著 集英社 B 159

禅と食 枡野　俊明／著 小学館 188

日蓮大聖人の思想と生涯 佐藤　弘夫／〔ほか〕著 第三文明社 188 ﾆﾁ

歴史 血盟団事件 中島　岳志／著 文藝春秋 210.7

昭和時代　３０年代 読売新聞昭和時代プロジェクト／著 中央公論新社 210.7

昭和時代　戦後転換期 読売新聞昭和時代プロジェクト／著 中央公論新社 210.7

黙つて働き笑つて納税 里中　哲彦／著 現代書館 210.7

忘却のしかた、記憶のしかた ジョン・Ｗ．ダワー／著 岩波書店 210.7

元日本兵が語る「大東亜戦争」の真相 「しんぶん赤旗」社会部取材班／著 日本共産党中央委員会出版局 210.7

市場と権力 佐々木　実／著 講談社 289 ﾀｹ

母の力 出町　譲／著 文藝春秋 289 ﾄﾞｺ

アグルーカの行方 角幡　唯介／著 集英社 297

社会科学 悩むこと生きること 姜　尚中／著 信濃毎日新聞社 304



社会科学 この人たちの日本国憲法 佐高　信／著 光文社 323

ニュースに騙されない！日本経済の真実 三橋　貴明／著 日本文芸社 332

世界恐慌　上・下 ライアカット・アハメド／著 筑摩書房 337
わかりやすい相続税・贈与税と相続対策　’１３～’１４年版 加藤　厚／監修 成美堂出版 345 13

なぜ犬神家の相続税は２割増しなのか 小澤　善哉／著 東洋経済新報社 345
心に残る人になるたった１つの工夫「ありがとう」の手書き習慣 吉戸　三貴／著 イースト・プレス 361

毒親育ち 松本　耳子／著 扶桑社 367

凶悪 「新潮４５」編集部／編 新潮社 B 368

体罰はなぜなくならないのか 藤井　誠二／著 幻冬舎 375

小学校入学前にことばの力をつける魔法の本棚 中島　克治／著 小学館 379

英国二重スパイ・システム ベン・マッキンタイアー／著 中央公論新社 391

自然科学 大・大往生 鎌田　實／著 小学館 490
山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞について聞いてみた 山中　伸弥／著 講談社 491

長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい 槙　孝子／著 アスコム 492
６０歳からはじめる認知症にならない超簡単脳にいいこと 周東　寛／著 コスモ２１ 493

めまい・ふらつきは目・首・足の運動で治る 新井　基洋／著 日本文芸社 496

驚く力 名越　康文／著 夜間飛行 498

気づいたら１００歳、だがね ぎんさんの娘４姉妹／著 小学館 498

寝たきりにならない食を正す！腸づくり 阿部　一理／著 コスモ２１ 498
寝たきりにならないテレビ観ながらゴロ寝しながら無理なく筋力づくり 周東　寛／著 コスモ２１ 498

技術 夢みるスケール 彦坂　裕／著 彰国社 520

僕たちが見つけた道標 兵藤　智佳／著 晶文社 543

ナチュリラ　ｖｏｌ．２３ 主婦と生活社 589 23

Ｆａｒｍｅｒ’ｓ　ＫＥＩＫＯ農家の台所　２ Ｆａｒｍｅｒ’ｓ　ＫＥＩＫＯ／著 主婦と生活社 596 2

Ｃｏｍｅ　ｈｏｍｅ！　ｖｏｌ．３２ 主婦と生活社 597 32

私のカントリー　ＮＯ．８６ 主婦と生活社 597 86

おふたり様のシンプルライフ 村上　祥子／著 ＰＨＰ研究所 590

身軽に暮らす 石川　理恵／取材・文 技術評論社 590

おうちであったか・手編みのルームシューズ Ｓａｃｈｉｙｏ＊Ｆｕｋａｏ／著 河出書房新社 594

お役に立つかしら 辰巳　芳子／著 文藝春秋 596

ホクトのきのこレシピ ホクト／監修 幻冬舎 596

毎日がうまく回り出す１日１収納の法則 西口　理恵子／著 ワニブックス 597

産業 私の花生活　Ｎｏ．６８（２０１２．ＷＩＮＴＥＲ） 日本ヴォーグ社 627 68

「売り言葉」と「買い言葉」 岡本　欣也／著 ＮＨＫ出版 674

廃駅。 笹田　昌宏／著 イカロス出版 686

芸術 よくわかる水彩風景スケッチ 五十嵐　吉彦／著 グラフィック社 724

水木しげる漫画大全集　０２７ 水木　しげる／著 講談社 726 27

水木しげる漫画大全集　００３ 水木　しげる／著 講談社 726 3

折り紙建築グリーティングカード集 中沢　圭子／著 彰国社 754

究極の夢折り紙 川崎　敏和／著 朝日出版社 754

ポップアップ・クラフト 高橋　洋一／著 誠文堂新光社 754

立体切り紙かわいい小物 大原　まゆみ／著 日貿出版社 754

歌舞伎　家と血と藝 中川　右介／著 講談社 774

戦士の休息 落合　博満／著 岩波書店 778

義足ランナー 佐藤　次郎／著 東京書籍 780

「東洋の魔女」論 新　雅史／著 イースト・プレス 783

岩手は今日も釣り日和 村田　久／著 小学館 787

文学 恋しくて 村上　春樹／編訳 中央公論新社 908

銀色の月 小川　恵／著 岩波書店 910 ｵｶﾞ

千度呼べば 新川　和江／著 新潮社 911

すいか　１・２ 木皿　泉／著 河出書房新社 B 912 ｷｻﾞ



文学 読書について 小林　秀雄／著 中央公論新社 914 ｺﾊﾞ

さらば新宿赤マント 椎名　誠／著 文藝春秋 914 ｼｲ

ナマコのからえばり　８ 椎名　誠／著 毎日新聞社 914 ｼｲ 8

たしなみについて 白洲　正子／著 河出書房新社 914 ｼﾗ

人間にとって成熟とは何か 曽野　綾子／著 幻冬舎 914 ｿﾉ

別れの挨拶 丸谷　才一／著 集英社 914 ﾏﾙ

はじめからその話をすればよかった 宮下　奈都／著 実業之日本社 914 ﾐﾔ

まるごとインドな男と結婚したら 鈴木　成子／著 彩流社 916 ｽｽﾞ

日本への遺書 田形　竹尾／著 日新報道 916 ﾀｶﾞ

児童書（読物） エール はやみね　かおる／〔著〕 講談社 F

忍たま乱太郎　〔５７〕 尼子　騒兵衛／原作 ポプラ社 F ｱﾏ 57

ぶたのぶたじろうさん　１１ 内田　麟太郎／文 クレヨンハウス F ｳﾁ 11

ぼくのはね 梅原　大輔／文 文芸社 F ｳﾒ

まちのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

千の種のわたしへ さとう　まきこ／作 偕成社 F ｻﾄ

オフカウント 筑井　千枝子／作 新日本出版社 F ﾂｸ

ねこじゃら商店世界一のプレゼント 富安　陽子／作 ポプラ社 F ﾄﾐ

ふしぎなやまびこしゃしんかん 中島　和子／作 金の星社 F ﾅｶ

せかいでいちばん大きなおいも 二宮　由紀子／作 佼成出版社 F ﾆﾉ

母ちゃんのもと 福　明子／作 そうえん社 F ﾌｸ

初恋は知っている　若武編 藤本　ひとみ／原作 講談社 F ﾌｼﾞ

魔天使マテリアル　１６ 藤咲　あゆな／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ 16

クレヨンマジック 舟崎　克彦／作 鈴木出版 F ﾌﾅ

お願い！フェアリー〓　１１ みずの　まい／作 ポプラ社 F ﾐｽﾞ 11

風立ちぬ 宮崎　駿／原作・脚本・監督 徳間書店 F ﾐﾔ

魔女がまちにやってきた 村上　勉／作 偕成社 F ﾑﾗ

やあ、やあ、やあ！おじいちゃんがやってきた 村上　しいこ／作 ＢＬ出版 F ﾑﾗ

オレたちの明日に向かって 八束　澄子／〔著〕 ポプラ社 F ﾔﾂ

かえってきたまほうのじどうはんばいき やまだ　ともこ／作 金の星社 F ﾔﾏ

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１９・ＰＡＲＴ２０ 令丈　ヒロ子／作 講談社 F ﾚｲ

希望への扉リロダ 渡辺　有理子／作 アリス館 F ﾜﾀ

おいでフレック、ぼくのところに エヴァ・イボットソン／著 偕成社 933 ｲﾎﾞ

魔女と空飛ぶきのこ ルース・チュウ／作 フレーベル館 933 ﾁﾕ

魔女と魔法のコイン ルース・チュウ／作 フレーベル館 933 ﾁﾕ

オズのグリンダ ライマン・フランク・ボーム／著 復刊ドットコム 933 ﾊﾞｳ

なぞの火災報知器事件 ドリー・ヒルスタッド・バトラー／作 国土社 933 ﾊﾞﾄ

マンクル・トロッグ ジャネット・フォクスレイ／作 小学館 933 ﾌｵ

嵐にいななく Ｌ．Ｓ．マシューズ／作 小学館 933 ﾏｼ

動物と話せる少女リリアーネ　９上巻 タニヤ・シュテーブナー／著 学研教育出版 943 ｼﾕ 9-1

リンゴの木の上のおばあさん ミラ・ローベ／作 岩波書店 943 ﾛﾍﾞ

児童書（知識） 手毬と鉢の子 新美　南吉／著 中日新聞社 188 ﾘﾖ

レイチェル・カーソン 上遠　恵子／著 日本キリスト教団出版局 289 ｶｿ

笑顔の架け橋 藤本　美郷／文 佼成出版社 289 ｻﾉ

どんなところ？小さな国大研究 関　真興／監修 ＰＨＰ研究所 290

すぐにできる！楽しいダンス　２・３ 向山　洋一／監修 汐文社 374

かばががばー ひさかたチャイルド 489

舟をつくる 関野　吉晴／監修・写真 徳間書店 552

おかし なかがわ　りえこ／ぶん 福音館書店 596

肥料と土つくりの絵本　３ 藤原　俊六郎／監修 農山漁村文化協会 613 3

わたしのウナギ研究 海部　健三／著 さ・え・ら書房 664

かわいいキャラクター折り紙あそび いしばし　なおこ／著 ブティック社 754



児童書（知識） キャラクターいっぱいのおもしろおりがみ 金杉　登喜子／著 ブティック社 754

絵本 やじるし 平田　利之／作 あかね書房 E ｱｶ

はーい！ みやにし　たつや／著 アリス館 E ｱﾘ

またまたはーい！ みやにし　たつや／著 アリス館 E ｱﾘ

うまれたよ！アゲハ 安田　守／写真 岩崎書店 E ｲﾜ

うまれたよ！アリジゴク 安田　守／写真 岩崎書店 E ｲﾜ

うまれたよ！カイコ 新開　孝／写真 岩崎書店 E ｲﾜ

そんなときどうする？ セシル・ジョスリン／文 岩波書店 E ｲﾜ

つくもがみ 京極　夏彦／作 岩崎書店 E ｲﾜ

ひみつだから！ ジョン・バーニンガム／ぶん・え 岩崎書店 E ｲﾜ

えっちらおっちら日本だじゃれ旅 中川　ひろたか／文 絵本館 E ｴﾎ

どろぼうがっこうぜんいんだつごく かこ　さとし／作・絵 偕成社 E ｶｲ

どろぼうがっこうだいうんどうかい かこ　さとし／作・絵 偕成社 E ｶｲ

まんまるおつきさん ねじめ　正一／さく 偕成社 E ｶｲ

どんぐりむらのどんぐりえん なかや　みわ／さく 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

かぶと四十郎　お昼の決闘の巻 宮西　達也／作・絵 教育画劇 E ｷﾖ

ふしぎなタネやさん みやにし　たつや／作絵 金の星社 E ｷﾝ

へんしんレストラン あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

モリくんのハロウィンカー かんべ　あやこ／作 くもん出版 E ｸﾓ

あかちゃん社長がやってきた マーラ・フレイジー／作 講談社 E ｺｳ

おつきさまとあそんだよる 神山　ますみ／作 講談社 E ｺｳ

じゅっぴきでござる エクトル・シエラ／作 佼成出版社 E ｺｳ

スイミー レオ・レオニ／作 好学社 E ｺｳ

つきごはん 計良　ふき子／作 佼成出版社 E ｺｳ

ん 長田　弘／さく 講談社 E ｺｳ

ねずみのマウスキンときんいろのいえ エドナ・ミラー／作 さ・え・ら書房 E ｻｴ

きょうりゅうのたまごにいちゃん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

いちごさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

京劇がきえた日 姚　紅／作 童心社 E ﾄﾞｳ

ぼくはだれだろう ゲルバズ・フィン／文 童話屋 E ﾄﾞｳ

ゆうれいがこわいの？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

パンプキン ケン・ロビンズ／写真＆文 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

エアポートきゅうこうはっしゃ！ みねお　みつ／〔作〕 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

いつもみていた ジャネット・ウィンター／作 福音館書店 E ﾌｸ

はぐ 佐々木　マキ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

まちにはいろんなかおがいて 佐々木　マキ／文・写真 福音館書店 E ﾌｸ

ねぎぼうずのあさたろう　その９ 飯野　和好／作 福音館書店 E ﾌｸ 9

だいすき、でも、でもね 二宮　由紀子／文 文研出版 E ﾌﾞﾝ

あいすることあいされること 宮西　達也／作絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

プレゼント ボブ・ギル／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

むしとりにいこうよ！ はた　こうしろう／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

よーい、ドン！ 中垣　ゆたか／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

紙芝居 いちばんはじめのクリスマスケーキ 矢部　美智代／作 教育画劇 K

げんきがでるよかしわもち 山本　省三／作　画 教育画劇 K

つきみだんごとまほうのぼうし 山本　和子／作 教育画劇 K

としがみさまとおもち 小野　和子／作 教育画劇 K

まめっこぽりぽりおにはそと！ 渡辺　節子／作 教育画劇 K

むかーしむかしのひなあられ 松岡　節／作 教育画劇 K


