
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 スペードの３ 朝井　リョウ／著 講談社 F ｱｻ

冬天の昴 あさの　あつこ／著 光文社 F ｱｻ

鏡よ、鏡 飛鳥井　千砂／著 双葉社 F ｱｽ

神様のケーキを頬ばるまで 彩瀬　まる／著 光文社 F ｱﾔ

代償 伊岡　瞬／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｵ

二歩前を歩く 石持　浅海／著 光文社 F ｲｼ

愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない 伊集院　静／著 集英社 F ｲｼﾞ

策士な側近と生真面目侍女 市尾　彩佳／〔著〕 アルファポリス F ｲﾁ

異国合戦 岩井　三四二／著 講談社 F ｲﾜ

忘れ物が届きます 大崎　梢／著 光文社 F ｵｵ

ワンナイト 大島　真寿美／著 幻冬舎 F ｵｵ

あしあと 勝目　梓／著 文藝春秋 F ｶﾂ

我慢ならない女 桂　望実／著 光文社 F ｶﾂ

無縁旅人 香納　諒一／著 文藝春秋 F ｶﾉ

ぼくの守る星 神田　茜／著 集英社 F ｶﾝ

狐さんの恋結び 北　夏輝／著 講談社 F ｷﾀ

乗合船 北原　亞以子／著 新潮社 F ｷﾀ

ダンガンロンパ霧切　１・２ 北山　猛邦／著 星海社 F ｷﾀ

サンブンノイチ 木下　半太／著 角川書店 F ｷﾉ

避雷針の夏 櫛木　理宇／著 光文社 F ｸｼ

ソナチネ 小池　真理子／著 文藝春秋 F ｺｲ

月に捧ぐは清き酒 小前　亮／著 文藝春秋 F ｺﾏ

馬琴綺伝 小谷野　敦／著 河出書房新社 F ｺﾔ

さいごの毛布 近藤　史恵／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾝ

上野池之端鱗や繁盛記 西條　奈加／著 新潮社 F ｻｲ

逆流 笹本　稜平／著 双葉社 F ｻｻ

青玉の笛 澤田　ふじ子／著 光文社 F ｻﾜ

盤上に散る 塩田　武士／著 講談社 F ｼｵ

星よりひそかに 柴崎　友香／著 幻冬舎 F ｼﾊﾞ

翼の帰る処　〔１〕下 妹尾　ゆふ子／著 幻冬舎コミックス F ｾﾉ 1-2

寝相 滝口　悠生／著 新潮社 F ﾀｷ

寂しい丘で狩りをする 辻原　登／著 講談社 F ﾂｼﾞ

醒めながら見る夢 辻　仁成／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾂｼﾞ

皆勤の徒 酉島　伝法／〔著〕 東京創元社 F ﾄﾘ

ないたカラス 中島　要／著 光文社 F ﾅｶ



日本の小説 団地で暮らそう！ 長野　まゆみ／著 毎日新聞社 F ﾅｶﾞ

冬空トランス 長沢　樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶﾞ

アヴェントの娘　〔５〕 永野　水貴／著 イースト・プレス F ﾅｶﾞ 5

海うそ 梨木　香歩／著 岩波書店 F ﾅｼ

謀略航路 鳴海　章／著 講談社 F ﾅﾙ

空の如く海の如く 新田　純子／著 毎日ワンズ F ﾆﾂ

私に似た人 貫井　徳郎／著 朝日新聞出版 F ﾇｸ

紫匂う 葉室　麟／著 講談社 F ﾊﾑ

フェイバリット・ワン 林　真理子／著 集英社 F ﾊﾔ

太陽の棘 原田　マハ／著 文藝春秋 F ﾊﾗ

甘い復讐 樋口　毅宏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋｸﾞ

ハルカの空 樋口　明雄／著 徳間書店 F ﾋｸﾞ

バベル 福田　和代／著 文藝春秋 F ﾌｸ

ケモノの城 誉田　哲也／著 双葉社 F ﾎﾝ

師父の遺言 松井　今朝子／著 ＮＨＫ出版 F ﾏﾂ

ジェームズ・ボンドは来ない 松岡　圭祐／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏﾂ

人生相談。 真梨　幸子／著 講談社 F ﾏﾘ

豆の上で眠る 湊　かなえ／〔著〕 新潮社 F ﾐﾅ

雨宿り 宮本　紀子／著 光文社 F ﾐﾔ

女のいない男たち 村上　春樹／著 文藝春秋 F ﾑﾗ

ＣＯＶＥＲＥＤ 森　晶麿／著 講談社 F ﾓﾘ

ただ一人の幻影 森村　誠一／著 徳間書店 F ﾓﾘ

刑事の約束 薬丸　岳／著 講談社 F ﾔｸ

イン・ザ・レイン 山下　貴光／著 中央公論新社 F ﾔﾏ

ジンリキシャングリラ 山本　幸久／著 ＰＨＰ研究所 F ﾔﾏ

ひかりの魔女 山本　甲士／著 双葉社 F ﾔﾏ

紅けむり 山本　一力／著 双葉社 F ﾔﾏ

ＪＲ上野駅公園口 柳　美里／著 河出書房新社 F ﾕｳ

満願 米澤　穂信／著 新潮社 F ﾖﾈ

外国の小説 旋舞の千年都市　上・下 イアン・マクドナルド／〔著〕 東京創元社 933 ﾏｸ

ウィニー・ザ・プー Ａ．Ａ．ミルン／著 新潮社 933 ﾐﾙ

バニヤンの木陰で ヴァデイ・ラトナー／著 河出書房新社 933 ﾗﾄ

ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング／著 新潮社 933 ﾛﾌ

それでも、私は憎まない イゼルディン・アブエライシュ／著 亜紀書房 936 ｱﾌﾞ

フランス紀行 ブノワ・デュトゥルトル／著 早川書房 953 ﾃﾞﾕ

文庫本 シャドウハンター骨の街＇シティ・オブ・ボーンズ（上・下 カサンドラ・クレア／著 東京創元社 B 933 ｸﾚ

わが愛しのジュリエット ニコール・ジョーダン／著 幻冬舎 B 933 ｼﾞﾖ

ロング・グッドバイ レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 B 933 ﾁﾔ

銀行総務特命 池井戸　潤／〔著〕 講談社 B F ｲｹ

不祥事 池井戸　潤／〔著〕 講談社 B F ｲｹ

決戦 上田　秀人／〔著〕 講談社 B F ｳｴ



文庫本 珈琲店タレーランの事件簿　３ 岡崎　琢磨／著 宝島社 B F ｵｶ 3

死神姫の再婚　〔１６〕 小野上　明夜／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵﾉ 16

ニシノユキヒコの恋と冒険 川上　弘美／著 新潮社 B F ｶﾜ

ビター・ブラッド 雫井　脩介／〔著〕 幻冬舎 B F ｼｽﾞ

鬼舞　〔１２〕 瀬川　貴次／著 集英社 B F ｾｶﾞ 12

銀二貫 高田　郁／〔著〕 幻冬舎 B F ﾀｶ

ワケあり生徒会！　９・１０ 春川　こばと／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾙ

総合 図書館のしごと 国際交流基金関西国際センター／編著 読書工房 010

日本の図書館　２０１３ 日本図書館協会図書館調査事業委員会／編集 日本図書館協会 R 010

もう知らないではすまされない著作権 奥田　百子／監修 中央経済社 021

記者たちは海に向かった 門田　隆将／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 070

哲学 超常現象 梅原　勇樹／著 ＮＨＫ出版 147

トンネラーの法則 ロム・ブラフマン／著 阪急コミュニケーションズ 159

まんがでわかる７つの習慣 小山　鹿梨子／まんが 宝島社 159

なぜ生きる　２ 高森　顕徹／著 １万年堂出版 188 2

歴史 ひと目でわかる「戦前日本」の真実 水間　政憲／著 ＰＨＰ研究所 210.7

ＮＨＫニッポンの里山 今森　光彦／監修・写真 ＮＨＫ出版 291

社会科学 ニッポンの懸案 櫻井　よしこ／著 小学館 319

限界にっぽん 朝日新聞経済部／著 岩波書店 366

サラリーマン介護 池田　心豪／監修 法研 366

「産む」と「働く」の教科書 齊藤　英和／著 講談社 367

おひとりシニアのよろず人生相談 樋口　恵子／著 主婦の友社 367

謝るなら、いつでもおいで 川名　壮志／著 集英社 368

小学４年生の世界平和 ジョン・ハンター／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 375

学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話 坪田　信貴／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 376

子どもが本当の幸せをつかむ魔法のパパ・ママコーチング 小山　英樹／著 ＰＨＰ研究所 379

自然科学 地球温暖化の事典 国立環境研究所地球環境研究センター／編著 丸善出版 R 451

心房細動正しい治療を求めて 寺井　武壽／著 ブックウェイ 493

腎臓病の最新治療 川村　哲也／監修 主婦の友社 494

元気ときれいの教科書からだの本　ｖｏｌ．２０ オレンジページ 498 20

技術 リネン糸でかぎ針編みのシンプルニット ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 594

いるだけでどうしようもなく心を奪う女になる 神崎　恵／著 大和書房 595

すれ違いざまに恋に落とす 神崎　恵／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 595

有元葉子の３６５日の献立　材料別おかず事典 有元　葉子／著 家の光協会 596

これなら作れるシニアの１人分ごはん 村上　祥子／著 家の光協会 596

自家製フードＢＯＯＫ 市瀬悦子，堤人美， オレンジページ 596

大好き！北欧雑貨＆インテリア 学研パブリッシング 597

１００円グッズで目ウロコ収納＆おうちデコ 主婦の友社 597

１００％マネできる収納＆お片付け 晋遊舎 597

Ｃｏｍｅ　ｈｏｍｅ！　ｖｏｌ．３５ 主婦と生活社 597 35

産業 図解よくわかる炭の力 杉浦　銀治／監修 日刊工業新聞社 658



芸術 それでも僕は夢を見る 水野　敬也／作 文響社 726

水木しげる漫画大全集　００７ 水木　しげる／著 講談社 726 7

水木しげる漫画大全集　０８５ 水木　しげる／著 講談社 726 85

こんな写真があったのか 石黒　敬章／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 740

牛乳パックでつくるかわいいカルトナージュ パッチワーク通信社 754

花子とアン　Ｐａｒｔ１ 村岡　恵理／原案 ＮＨＫ出版 778 1

スカッシュ上達テクニック 松井　千夏／著 実業之日本社 783

弱くても勝てます 高橋　秀実／著 新潮社 783

蒼い炎 羽生　結弦／著 扶桑社 784 ﾊﾆ

裏千家茶道点前教則　２７ 千　宗室／著 淡交社 791

言語 日本語のミッシング・リンク 今野　真二／著 新潮社 810

文学 半自变伝 古井　由吉／著 河出書房新社 910 ﾌﾙ

悲しみは真の人生の始まり 柳田　邦男／著 ＰＨＰ研究所 910 ﾔﾅ

金井美恵子エッセイ・コレクション　４ 金井　美恵子／著 平凡社 914 ｶﾅ 4

書かずにはいられない 北村　薫／著 新潮社 914 ｷﾀ

学生との対話 小林　秀雄／講義 新潮社 914 ｺﾊﾞ

出好き、ネコ好き、私好き 林　真理子／著 光文社 914 ﾊﾔ

直木賞受賞エッセイ集成 文藝春秋／編 文藝春秋 914

記憶障害の花嫁 北海道放送報道部取材班／著 小学館 916

新日本古典文学大系　１４ 中野　三敏／〔ほか〕編集委員 岩波書店 918 14

児童書＇読物（ はなかっぱとひのかっぱ あきやま　ただし／さく・え ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ

魔女カフェのしあわせメニュー あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ

あひるの手紙 朽木　祥／作 佼成出版社 F ｸﾂ

サトミちゃんちの８男子　４ 矢立　肇／原案 角川書店 F ｺｸﾞ 4

まじょ子と黒ネコのケーキやさん 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

かあさんのしっぽっぽ 村中　李衣／作 ＢＬ出版 F ﾑﾗ

ノンキーとホンキーのカレーやさん 村上　しいこ／作 佼成出版社 F ﾑﾗ

ゾウの鼻が長いわけ ラドヤード・キプリング／作 岩波書店 933 ｷﾂ

にげだしたファングをさがせ！ マージョリー・Ｗ．シャーマット／ぶん 大日本図書 933 ｼﾔ

魔使いの血 ジョゼフ・ディレイニー／著 東京創元社 933 ﾃﾞｲ

動物病院のマリー　３ タチアナ・ゲスラー／著 学研教育出版 943 ｹﾞｽ 3

児童書＇知識（ ビブリオバトルを楽しもう 粕谷　亮美／文 さ・え・ら書房 019

こどもたちへ まど　みちお／文 講談社 159

平和を考える戦争遺物　４・５ 汐文社 210

算数が好きになる本 芳沢　光雄／著 講談社 410

いのちつぐ「みとりびと」　６ 國森　康弘／写真・文 農山漁村文化協会 490 6

泥だらけのカルテ 柳原　三佳／著 講談社 498

ルルとララのかわいいデザートレシピ あんびる　やすこ／監修 ぴあ 596

ビジュアル・日本の製品シェア図鑑　１～４ こどもくらぶ／編 ＷＡＶＥ出版 602

育てて、発見！「トマト」 真木　文絵／文 福音館書店 626

捨て犬・未来と捨てネコ・未来 今西　乃子／著 岩崎書店 645



児童書＇知識（ 新幹線・特急ぜんぶ百科 交通新聞社 686

まるごと日本の世界遺産 増田　明代／著 講談社 709

はじめよう！陸上競技 苅部　俊二／著 ベースボール・マガジン社 782

ハヤト、ずっといっしょだよ 井上　こみち／著 アリス館 789

小学生までに読んでおきたい文学　１ 松田　哲夫／編 あすなろ書房 908 1

江戸川乱歩の「少年探偵団」大研究　上・下 平井　憲太郎／監修 ポプラ社 910 ｴﾄﾞ

絵本 トーラとパパの夏休み リーサ・モローニ／文 あすなろ書房 E ｱｽ

わたしは樹だ 松田　素子／文 アノニマ・スタジオ E ｱﾉ

はのはのはなし 中西　翠／文 アリス館 E ｱﾘ

おやすみおやすみ シャーロット・ゾロトウ／文 岩波書店 E ｲﾜ

あっ・ほっ 五味　太郎／作 絵本館 E ｴﾎ

ならんでるならんでる 竹下　文子／作 偕成社 E ｶｲ

プラスマンとカズカズせいじん みやにし　たつや／作絵 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

ターシャの農場の１２カ月 ターシャ・テューダー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾄﾞ

あ～んぱくっ せき　ゆうこ／作 小学館 E ｼﾖ

パンやのろくちゃん　げんきだね 長谷川　義史／作 小学館 E ｼﾖ

まる・さんかく・しかく 久住　昌之／作 小学館 E ｼﾖ

むすんでひらいて 新井　洋行／構成・絵 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

ネルソン・マンデラ カディール・ネルソン／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

ねこまるせんせいとせつぶん 押川　理佐／作 世界文化社 E ｾｶ

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 〔ムヒカ／述〕 汐文社 E ﾁﾖ

あんちゃん 高部　晴市／作 童心社 E ﾄﾞｳ

なにからできているでしょーか？ 大森　裕子／さく 白泉社 E ﾊｸ

月見草の花嫁 飯野　和好／絵と文 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

おめでとうのおふろやさん とよた　かずひこ／さく・え ひさかたチャイルド E ﾋｻ

９９９ひきのきょうだいのおとうと 木村　研／文 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

おやおや、おやさい 石津　ちひろ／文 福音館書店 E ﾌｸ

サンドイッチサンドイッチ 小西　英子／さく 福音館書店 E ﾌｸ

しゅっぱつしんこう！ 山本　忠敬／さく 福音館書店 E ﾌｸ

にんじん　だいこん　ごぼう 植垣　歩子／再話・絵 福音館書店 E ﾌｸ

ぱかぱか 福知　伸夫／さく 福音館書店 E ﾌｸ

ねことさかなでねこざかな わたなべ　ゆういち／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

へんてこパンやさん Ｇｏｍａ／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

ギンジとユキの１３４０日 渡辺　有一／〔作〕 文研出版 E ﾌﾞﾝ

はしれ、トト！ チョ　ウンヨン／さく 文化学園文化出版局 E ﾌﾞﾝ

こころとしんぞう 中川　ひろたか／文 保育社 E ﾎｲ

あしたえんそく！ 武田　美穂／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

あまがえる先生１ねんずかん まつおか　たつひで／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おおかみだあ！ セドリック・ラマディエ／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

さようなら、おばあちゃん メラニー・ウォルシュ／さく ほるぷ出版 E ﾎﾙ

王さまレストラン 寺村　輝夫／原作 理論社 E ﾘﾛ


