
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 トラップ 相場　英雄／著 双葉社 F ｱｲ

軍師官兵衛　１ 前川　洋一／作 ＮＨＫ出版 F ｱｵ 1

月光の誘惑 赤川　次郎／著 新潮社 F ｱｶ

てらさふ 朝倉　かすみ／著 文藝春秋 F ｱｻ

天切り松闇がたり　第５巻 浅田　次郎／著 集英社 F ｱｻ 5

雇われ聖女の転職事情　２ 雨宮　れん／〔著〕 アルファポリス F ｱﾏ 2

アトミック・ボックス 池澤　夏樹／著 毎日新聞社 F ｲｹ

首折り男のための協奏曲 伊坂　幸太郎／著 新潮社 F ｲｻ

峠越え 伊東　潤／著 講談社 F ｲﾄ

未刊行小説集 いとう　せいこう／著 河出書房新社 F ｲﾄ

ミッドナイト・バス 伊吹　有喜／著 文藝春秋 F ｲﾌﾞ

とまどい本能寺の変 岩井　三四二／著 ＰＨＰ研究所 F ｲﾜ

月の欠片 浮穴　みみ／著 祥伝社 F ｳｷ

注文の多い注文書 小川　洋子／著 筑摩書房 F ｵｶﾞ

迷宮捜査 緒川　怜／著 光文社 F ｵｶﾞ

左目に映る星 奥田　亜希子／著 集英社 F ｵｸ

穴 小山田　浩子／著 新潮社 F ｵﾔ

特命指揮官 梶永　正史／著 宝島社 F ｶｼﾞ

教授と少女と錬金術師 金城　孝祐／著 集英社 F ｶﾈ

トゥルークの海賊　３ 茅田　砂胡／著 中央公論新社 F ｶﾔ 3

桃ノ木坂互助会 川瀬　七緒／著 徳間書店 F ｶﾜ

ぎやまん物語 北原　亞以子／著 文藝春秋 F ｷﾀ

破門 黒川　博行／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸﾛ

シュレーダーの階段 小島　達矢／著 双葉社 F ｺｼﾞ

天使の子 小手鞠　るい／著 河出書房新社 F ｺﾃﾞ

ラブ・オールウェイズ 小手鞠　るい／著 祥伝社 F ｺﾃﾞ

虎の尾 今野　敏／著 徳間書店 F ｺﾝ

連写 今野　敏／著 朝日新聞出版 F ｺﾝ

今度こそ幸せになります！　３ 斎木　リコ／〔著〕 アルファポリス F ｻｲ 3

鉄童の旅 佐川　光晴／著 実業之日本社 F ｻｶﾞ

関越えの夜 澤田　瞳子／著 徳間書店 F ｻﾜ

黄昏の光と影 柴田　哲孝／著 光文社 F ｼﾊﾞ

キャバクラ探偵事務所 新堂　冬樹／著 河出書房新社 F ｼﾝ

八月の青い蝶 周防　柳／著 集英社 F ｽｵ

春、戻る 瀬尾　まいこ／著 集英社 F ｾｵ

新生 瀬名　秀明／著 河出書房新社 F ｾﾅ

翼の帰る処　２～４ 妹尾　ゆふ子／著 幻冬舎コミックス F ｾﾉ

ワースト・インプレッション 滝田　務雄／著 双葉社 F ﾀｷ

サテライト三国志　上・下 塚本　青史／著 日経ＢＰ社 F ﾂｶ

内通者 堂場　瞬一／著 朝日新聞出版 F ﾄﾞｳ

波形の声 長岡　弘樹／著 徳間書店 F ﾅｶﾞ

聖女の結婚　３ 夏目　翠／著 中央公論新社 F ﾅﾂ 3

舞台 西　加奈子／著 講談社 F ﾆｼ



日本の小説 ラフ・アンド・タフ 馳　星周／著 講談社 F ﾊｾ

山桜記 葉室　麟／著 文藝春秋 F ﾊﾑ

翔ぶ少女 原田　マハ／著 ポプラ社 F ﾊﾗ

東京難民 福澤　徹三／著 光文社 F ﾌｸ
手のひらの音符 藤岡　陽子／著 新潮社 F ﾌｼﾞ
ＬＩＦＥ 松波　太郎／著 講談社 F ﾏﾂ
ターミナルタウン 三崎　亜記／著 文藝春秋 F ﾐｻ
ペテロの葬列 宮部　みゆき／著 集英社 F ﾐﾔ
乱丸　上・下 宮本　昌孝／著 徳間書店 F ﾐﾔ
一千兆円の身代金 八木　圭一／著 宝島社 F ﾔｷﾞ
コルバトントリ 山下　澄人／著 文藝春秋 F ﾔﾏ
シャンプーが目に沁みる 山下　貴光／著 講談社 F ﾔﾏ
その手をにぎりたい 柚木　麻子／著 小学館 F ﾕｽﾞ
大江戸恐龍伝　第５巻 夢枕　獏／著 小学館 F ﾕﾒ 5
怒り　上 吉田　修一／著 中央公論新社 F ﾖｼ 1

外国の小説 写字室の旅 ポール・オースター／〔著〕 新潮社 933 ｵｽ

テメレア戦記　５ ナオミ・ノヴィク／著 ヴィレッジブックス 933 ﾉﾋﾞ 5

不完全な魔法使い　上・下 マーガレット・マーヒー／著 東京創元社 933 ﾏﾋ

文庫本 死層　上・下 パトリシア・コーンウェル／〔著〕 講談社 B 933 ｺﾝ

秘密のキスをかさねて リンゼイ・サンズ／著 二見書房 B 933 ｻﾝ

おこぼれ姫と円卓の騎士　〔８〕 石田　リンネ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 8

オーダーは探偵に　〔２〕・〔３〕 近江　泉美／〔著〕 アスキー・メディアワークス B F ｵｳ

姫使徒様のお気に召すまま かいとーこ／著 一迅社 B F ｶｲ

トラブル・ドロップ！ 如月　ゆすら／著 一迅社 B F ｷｻ

双界幻幽伝　〔９〕 木村　千世／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｷﾑ 9

捜査一課係長柳原明日香 黒崎　視音／著 徳間書店 B F ｸﾛ

赤×ピンク 桜庭　一樹／〔著〕 角川書店 B F ｻｸ

私という運命について 白石　一文／〔著〕 角川書店 B F ｼﾗ

思い出のとき修理します　２ 谷　瑞恵／著 集英社 B F ﾀﾆ 2

白竜の花嫁　〔５〕 永野　水貴／著 一迅社 B F ﾅｶﾞ 5

永遠の０ 百田　尚樹／〔著〕 講談社 B F ﾋﾔ

ビブリア古書堂の事件手帖　５ 三上　延／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 5

社会科学 まだ若手社員といわれるうちに知っておきたい「会社の数字」 伊達　敦／著 講談社 336

いじめを考える１００冊の本 いじめを考える１００冊の本編集委員会／編 駒草出版 371

見逃さないで！子どもの心のＳＯＳ 明橋　大二／著 １万年堂出版 371

自然科学 涙活公式ガイドブック 寺井広樹＋涙活研究会／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 498

技術 かわいくて使える大人のバッグ＆ポーチ こうの　早苗／著 ＮＨＫ出版 594

そでつけなしの手あみニット 日本ヴォーグ社 594

他郷阿部家の暮らしとレシピ 松場　登美／著 家の光協会 596

もっと！缶たしレシピ 缶たし部員／監修 扶桑社 596

食い意地クン 久住　昌之／著 新潮社 B 596

５０過ぎたら、ものは引き算、心は足し算 沖　幸子／著 祥伝社 B 597

Ｃｏｍｅ　ｈｏｍｅ！　ｖｏｌ．３４ 主婦と生活社 597 34

素敵なカントリー　Ｎｏ．８１（２０１３冬号） 学研パブリッシング 597 81

芸術 日本美術全集　７ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 7

だまし絵×立体がすごい！３Ｄアートの描き方 おまけたらふく舎／著 誠文堂新光社 725

水木しげる漫画大全集　０６２ 水木　しげる／著 講談社 726 62

水木しげる漫画大全集　０８２ 水木　しげる／著 講談社 726 82

読売報道写真集　２０１４ 読売新聞東京本社 748 14

その日本語、ヨロシイですか？ 井上　孝夫／絵・文とも 新潮社 749

軍師官兵衛　前編 ＮＨＫ出版 778 1



芸術 ごちそうさん　Ｐａｒｔ２ 森下　佳子／作 ＮＨＫ出版 778 2

１９６４年の東京オリンピック 石井　正己／編 河出書房新社 780

勝負師の極意 武　豊／著 双葉社 788 ﾀｹ

文学 本当はひどかった昔の日本 大塚　ひかり／著 新潮社 910

冬眠する熊に添い寝してごらん 古川　日出男／著 新潮社 912

いくつになっても 渡辺　淳一／著 講談社 910 ﾜﾀ

女子会川柳　１～２ シティリビング編集部／編 ポプラ社 911

紫の結び　３ 〔紫式部／著〕 理論社 913 3

夜明けのラジオ 石田　千／著 講談社 914 ｲｼ

不良になりました。 川上　弘美／著 平凡社 914 ｶﾜ

ホップステップホーム！ 玉岡　かおる／著 有楽出版社 914 ﾀﾏ

父の生きる 伊藤　比呂美／著 光文社 915 ｲﾄ
児童書（読物） 忍たま乱太郎　〔５８〕 尼子　騒兵衛／原作 ポプラ社 F ｱﾏ 58

大江戸散歩 香月　日輪／作 理論社 F ｺｳ
パパとミッポの星の３号室 田部　智子／作 岩崎書店 F ﾀﾍﾞ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　２ 廣嶋　玲子／作 偕成社 F ﾋﾛ 2
魔法屋ポプル呪われたプリンセス 堀口　勇太／作 ポプラ社 F ﾎﾘ
ふたつのバレンタインじけん マージョリー・Ｗ．シャーマット／ぶん 大日本図書 933 ｼﾔ
ワンダ＊ラ　３～６ トニー・ディテルリッジ／作 文溪堂 933 ﾃﾞｲ
トム・ゲイツ　〔２〕 Ｌ．ピーション／作 小学館 933 ﾋﾟｼ 2
オクサ・ポロック　３ アンヌ・プリショタ／著 西村書店 953 ﾌﾟﾘ 3

児童書（知識） 超やくだつ？？へなちょこコワザ大全集 コワザ研究会／作 ポプラ社 049
コワイほどあたる！最強心理テスト 中嶋　真澄／作 ポプラ社 140
性格マ・ル・ミ・エ！！心理テスト大作戦 なまため　ひろみ／作 ポプラ社 140
トリックアートクリスマス 北岡　明佳／監修 あかね書房 145
トリックアートたからさがし 北岡　明佳／監修 あかね書房 145
トリックアートゆうえんち 北岡　明佳／監修 あかね書房 145
恐怖！ホントにあった！？こわい話 絹華／作 ポプラ社 147

ワールド・ウォッチ こどもくらぶ／訳 丸善出版 R 350

ホームヘルパー犬ミルキー 井上　夕香／文 国土社 369
おはなしのろうそく　２７ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 376 27
おはなしのろうそく　２８ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 376 28
おはなしのろうそく　２９ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 376 29
１００円グッズで不思議！面白い！ 工作・実験工房／著 理論社 407
星と星座をみつけよう 森　雅之／著 誠文堂新光社 443
身近な草花「雑草」のヒミツ 保谷　彰彦／著 誠文堂新光社 470
イネ 飯村　茂樹／著 あかね書房 479
追跡！なぞの深海生物 藤原　義弘／写真・文 あかね書房 481
クラゲの秘密 三宅　裕志／著 誠文堂新光社 483
きれいですごい魚 赤木　かん子／文 パイインターナショナル 487
きれいですごい鳥 赤木　かん子／文 パイインターナショナル 488
いのちつぐ「みとりびと」　３ 國森　康弘／写真・文 農山漁村文化協会 490 3
いのちつぐ「みとりびと」　５ 國森　康弘／写真・文 農山漁村文化協会 490 5
いのちつぐ「みとりびと」　７ 國森　康弘／写真・文 農山漁村文化協会 490 7
くらべてみよう！はたらくじどう車　２～５ 市瀬　義雄／監修・写真 金の星社 537
うれしい！おかし・デザート さくら　ももこ／原作 金の星社 596
おいしい！やさいりょうり さくら　ももこ／原作 金の星社 596
かんたん！たまごりょうり さくら　ももこ／原作 金の星社 596
げんきいっぱい！ごはん・パン・めん さくら　ももこ／原作 金の星社 596
たのしい！おべんとう・パーティーメニュー さくら　ももこ／原作 金の星社 596
だいすき！人気メニュー さくら　ももこ／原作 金の星社 596
すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１～３ 宮崎　祥子／構成・文 岩崎書店 619
世界の不思議な野菜 湯浅　浩史／著 誠文堂新光社 626



児童書（知識） うちは精肉店 本橋　成一／写真と文 農山漁村文化協会 648
オドロキ！！超ふしぎマジック 上口　龍生／作 ポプラ社 779
へなちょこマジック大作戦 まえだ　ともひろ／作 ポプラ社 779
絶対ダマされる！！ひっかけ＆１０回クイズ 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 798
超ひっかけ！１０回クイズ大魔王 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 798
超ムカツキ！！ひっかけ１０回クイズ 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 798
ひっかけクイズ最強イジワル王への挑戦 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 798
ひっかけクイズ最強スペシャル 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 798
ひっかけクイズ超いじわるバトル！！ 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 798
なぞなぞだいすき　２年生 熊谷　さとし／作 ポプラ社 798 2
なぞなぞだいすき　３年生 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 798 3
記号とマーク・クイズ図鑑 村越　愛策／監修 あかね書房 801
ふしぎ？おどろき！文字の本　１～３ 町田　和彦／監修 ポプラ社 801
いえたら超スゴい！！おもしろ早口ことば ながた　みかこ／作 ポプラ社 807
お笑い天国！！ダジャレの神様 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 807
なぞかけ食堂 ねづっち／著 理論社 807
広がる！漢字の世界　１～３ 阿辻　哲次／監修 光村教育図書 811
わらえる！！やくだつ？？ことわざ大全集 ながた　みかこ／作 ポプラ社 814
漢字なりたちブック　１年生～６年生 伊東　信夫／著 太郎次郎社エディタス 821
５分後に意外な結末　４～５ 学研教育出版 908
小学生までに読んでおきたい文学　３ 松田　哲夫／編 あすなろ書房 908 3
超ウケる！お笑いネタ大全集 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 917 ｵﾉ

絵本 いろいろばあ 新井　洋行／作 えほんの杜 E ｴﾎ
へびのみこんだなにのみこんだ？ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく えほんの杜 E ｴﾎ
くだものさん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 学研教育出版 E ｶﾞﾂ
しましまぐるぐる かしわら　あきお／え 学研教育出版 E ｶﾞﾂ
やさいさん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 学研教育出版 E ｶﾞﾂ
このあかいえほんをひらいたら ジェシー・クラウスマイヤー／文 講談社 E ｺｳ
へんてこへんてこ 長　新太／さく 佼成出版社 E ｺｳ
こぐまちゃんとぼーる わかやま　けん／〔絵〕 こぐま社 E ｺｸﾞ
ジェリーのあーなあーな 矢野　アケミ／さく 大日本図書 E ﾀﾞｲ
こぶたはなこさんのうんどうかい くどう　なおこ／ぶん 童話屋 E ﾄﾞｳ
こぶたはなこさんのたんじょうび くどう　なおこ／ぶん 童話屋 E ﾄﾞｳ
トリケラとしょかん 五十嵐　美和子／著 白泉社 E ﾊｸ
トリゴラス 長谷川　集平／作 文研出版 E ﾌﾞﾝ
うそついちゃったねずみくん なかえ　よしを／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
おーいはーい 和歌山　静子／さく ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

紙芝居 あそんであげなーい！ 苅田　澄子／作 教育画劇 K
おはようおひさま ＬａＺＯＯ／作 教育画劇 K
おひさま、あけましておめでとう！ すとう　あさえ／脚本 童心社 K
かたづけたろう いのうえ　ちひろ／作　絵 教育画劇 K
チワちゃんルルちゃんごはんですよー いとう　みき／作　絵 教育画劇 K
でたでたなあんだ？ ＬａＺＯＯ／作　絵 教育画劇 K
ななちゃんのたなばた やすい　すえこ／脚本 童心社 K
はみがきごうがしゅっしゅっしゅっ！ 山本　省三／作　絵 教育画劇 K
ぼくのようふく、どれかな？ 藤巻　吏絵／作 教育画劇 K
ボクはせっけんくん 田島　かおり／作　絵 教育画劇 K
ポンコちゃんのおひなさま ひろかわ　さえこ／脚本・絵 童心社 K
まいごのこいのぼり 石井　聖岳／脚本・絵 童心社 K
まめまきまかせて！ 苅田　澄子／脚本 童心社 K

みつごのこぶたのクリスマス はせがわ　さとみ／脚本 童心社 K

もりのおつきみ 千世　繭子／脚本 童心社 K


