
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 デッド・オア・アライヴ 薬丸　岳／著 講談社 F

キャリア警部・道定聡の苦悩 五十嵐　貴久／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｶﾞ

雪月花黙示録 恩田　陸／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾝ

雨の底 北原　亞以子／著 新潮社 F ｷﾀ

リアスの子 熊谷　達也／著 光文社 F ｸﾏ

幻霙 斉木　香津／著 双葉社 F ｻｲ

渡良瀬 佐伯　一麦／著 岩波書店 F ｻｴ

ＧＯＳＩＣＫ 桜庭　一樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻｸ

ベッドサイド・マーダーケース 佐藤　友哉／著 新潮社 F ｻﾄ

三軒茶屋星座館 柴崎　竜人／著 講談社 F ｼﾊﾞ

彼が通る不思議なコースを私も 白石　一文／著 集英社 F ｼﾗ

漂えど沈まず 白川　道／著 幻冬舎 F ｼﾗ

白の皇国物語　１０ 白沢　戌亥／〔著〕 アルファポリス F ｼﾗ 10

爛 瀬戸内　寂聴／著 新潮社 F ｾﾄ

この雨が上がる頃 大門　剛明／著 光文社 F ﾀﾞｲ

お父さんと伊藤さん 中澤　日菜子／著 講談社 F ﾅｶ

象の墓場 楡　周平／著 光文社 F ﾆﾚ

南冥の雫 船戸　与一／著 新潮社 F ﾌﾅ

アルモニカ・ディアボリカ 皆川　博子／著 早川書房 F ﾐﾅ

ペテロの葬列 宮部　みゆき／著 集英社 F ﾐﾔ

ジョン・マン　〔４〕 山本　一力／著 講談社 F ﾔﾏ 4

陰陽師　蒼猴ノ巻 夢枕　獏／著 文藝春秋 F ﾕﾒ

大江戸恐龍伝　第４巻 夢枕　獏／著 小学館 F ﾕﾒ 4

原発ホワイトアウト 若杉　冽／著 講談社 F ﾜｶ

外国の小説 ガーンジー島の読書会　上・下 メアリー・アン・シェイファー／著 イースト・プレス 933 ｼｴ

隔離の島 ル・クレジオ／著 筑摩書房 953 ﾙｸ

文庫本 シンデレラは情熱を夢見て ニコール・ジョーダン／著 幻冬舎 B 933 ｼﾞﾖ

薔薇の騎士は白馬に乗って キンリー・マクレガー／著 幻冬舎 B 933 ﾏｸ

銀の竜騎士団　〔１１〕 九月　文／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｸﾂ 11

凍る炎 堂場　瞬一／著 文藝春秋 B F ﾄﾞｳ

アウトクラッシュ 深町　秋生／〔著〕 幻冬舎 B F ﾌｶ

人類資金　５ 福井　晴敏／〔著〕 講談社 B F ﾌｸ 5

王子様の抱き枕 睦月　けい／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾑﾂ

モンスター・クラーン　〔７〕 結城　光流／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 7

影武者徳川家康　上 隆　慶一郎／著 新潮社 B F ﾘﾕ 1

哲学 幸せを呼び込むパワーストーンのある生活 たかはし　くにこ／著 日東書院本社 147

起業家のように企業で働く 小杉　俊哉／〔著〕 クロスメディア・パブリッシング 159

歴史 ゼロ戦と日本刀 百田　尚樹／著 ＰＨＰ研究所 210.7

自分史の書き方 立花　隆／著 講談社 280

「同期の桜」は唄わせない 清武　英利／著 ワック 289 ﾅｴ



歴史 皇帝フリードリッヒ二世の生涯　上・下 塩野　七生／著 新潮社 289 ﾌﾘ

割引切符でめぐるローカル線の旅 谷川　一巳／著 平凡社 291

社会科学 磯野家の相続リタ～ンず 長谷川　裕雅／著 すばる舎 324

思いを伝える「たった１％」のひと工夫 臼井　由妃／著 ＰＨＰ研究所 336

「太平洋戦争」は無謀な戦争だったのか ジェームズ・Ｂ．ウッド／著 ワック 391

自然科学 １００歳まで元気に歩ける体づくり「７５のコツ」 大江　隆史／監修 主婦と生活社 493

食べるなら、どっち！？ 渡辺　雄二／著 サンクチュアリ出版 498

技術 大人のおしゃれ手帖　ｖｏｌ．６ 宝島社 589 6

１年中使える通園通学ＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社 594

夜だけ美容断食 宮本　洋子／著 光文社 595

芸術 水木しげる漫画大全集　０６１ 水木　しげる／著 講談社 726 61

水木しげる漫画大全集　０８０ 水木　しげる／著 講談社 726 80

ぼくは戦争は大きらい やなせ　たかし／著 小学館クリエイティブ 726 ﾔﾅ

ショパンを嗜む 平野　啓一郎／著 音楽之友社 762 ｼﾖ

ユーミンの罪 酒井　順子／著 講談社 767 ﾏﾂ

文学 シルバー川柳　一期一会編 みやぎシルバーネット／編 河出書房新社 911

俳句、はじめました　吟行修業の巻 岸本　葉子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 911

紫の結び　２ 〔紫式部／著〕 理論社 913 2

新老人の思想 五木　寛之／著 幻冬舎 914 ｲﾂ

退屈のすすめ 五木　寛之／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914 ｲﾂ

夢のなかの魚屋の地図 井上　荒野／著 幻戯書房 914 ｲﾉ

殺したい蕎麦屋 椎名　誠／著 新潮社 914 ｼｲ

おとこのるつぼ 群　ようこ／著 新潮社 914 ﾑﾚ

歴史の温もり 安岡　章太郎／著 講談社 914 ﾔｽ

月日の残像 山田　太一／著 新潮社 914 ﾔﾏ

４０代お年頃女子のがんばらない贅沢な生き方 横森　理香／著 さくら舎 914 ﾖｺ

終りの日々 高橋　たか子／〔著〕 みすず書房 915 ﾀｶ

一私小説書きの日乗　憤怒の章 西村　賢太／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 915 ﾆｼ

１０１年目の孤独 高橋　源一郎／著 岩波書店 916 ﾀｶ

児童書＇読物（ ほねほねザウルス　１１ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F 11

おばけのアッチとドラキュラスープ 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

ペンギンとざんたい 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

ドラゴン株式会社 新城　カズマ／作 岩崎書店 F ｼﾝ

金の月のマヤ　１・２ 田森　庸介／作 偕成社 F ﾀﾓ

モン太くんとミイラくん 土屋　富士夫／作・絵 徳間書店 F ﾂﾁ

かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

バレンタインは知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 F ﾌｼﾞ

キャベたまたんていきけんなドラゴンたいじ 三田村　信行／作 金の星社 F ﾐﾀ

伝説の双子ソフィー＆ジョシュ マイケル・スコット／著 理論社 933 ｽｺ

グラッフェンのぼうけん クリス・ダレーシー／著 竹書房 933 ﾀﾞﾚ

ゲージと時計塔の幽霊 クリス・ダレーシー／著 竹書房 933 ﾀﾞﾚ

オズの小さな物語 ライマン・フランク・ボーム／著 復刊ドットコム 933 ﾊﾞｳ

チェラブ　Ｍｉｓｓｉｏｎ９ ロバート・マカモア／作 ほるぷ出版 933 ﾏｶ 9

ゾウと旅した戦争の冬 マイケル・モーパーゴ／作 徳間書店 933 ﾓﾊﾟ

児童書＇知識（ 平和を考える戦争遺物　３ 汐文社 210 3

わたしの沖縄戦　１ 行田　稔彦／著 新日本出版社 219 1



児童書＇知識（ 武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ／著 金の星社 289 ﾕｽ

ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 マララ・ユスフザイ／〔述〕 ポプラ社 373

ジュニア地球白書　２０１２－１３ ワールドウォッチ研究所／原本企画編集 ワールドウォッチジャパン 519 12

５分後に意外な結末　１～３ 学研教育出版 908

お母さん取扱説明書 キム　ソンジン／作 金の星社 929 ｷﾑ

絵本 うまれたよ！アメンボ 中瀬　潤／写真 岩崎書店 E ｲﾜ

うまれたよ！カナヘビ 関　慎太郎／写真 岩崎書店 E ｲﾜ

じぶんでおしりふけるかな 深見　春夫／さく・え 岩崎書店 E ｲﾜ

星と月の生まれた夜 Ｄ・グティエレス／文 河出書房新社 E ｶﾜ

こじかかじっこ さかい　さちえ／〔作〕 教育画劇 E ｷﾖ

おにはそと せな　けいこ／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

あいうえおんせん 林　木林／作 くもん出版 E ｸﾓ

いのちをいただく 坂本　義喜／原案 講談社 E ｺｳ

せつぶん もとした　いづみ／文 講談社 E ｺｳ

せつぶんのひのおにいっか 青山　友美／作 講談社 E ｺｳ

だれもしらないヒーロー きむら　ゆういち／作 講談社 E ｺｳ

ほんとうのおにごっこ 筒井　敬介／作 小峰書店 E ｺﾐ

泣いた赤鬼 浜田　廣介／文 小学館 E ｼﾖ

まめのかぞえうた 西内　ミナミ／さく 鈴木出版 E ｽｽﾞ

きょうはせつぶんふくはだれ？ 正岡　慧子／作 世界文化社 E ｾｶ

ヨヨとネネとかいじゅうのタネ おおつか　えいじ／おはなし 徳間書店 E ﾄｸ

ぼくらのひみつけんきゅうじょ 森　洋子／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

おにのパンツ 鈴木　博子／構成・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

せつぶんワイワイまめまきの日！ ますだ　ゆうこ／作 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

よわむしカエル 花冬　けい子／文 文芸社 E ﾌﾞﾝ

白い街あったかい雪 鎌田　實／文 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

とらとほしがき パク　ジェヒョン／再話・絵 光村教育図書 E ﾐﾂ

よふかしにんじゃ バーバラ・ダ・コスタ／文 光村教育図書 E ﾐﾂ

よるのとしょかん カズノ・コハラ／作 光村教育図書 E ﾐﾂ

紙芝居 ばけこちゃんのおしょうがつ 苅田　澄子／脚本 童心社 K


