
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 ワンダフルストーリー 伊坂　幸犬郎／著 ＰＨＰ研究所 F

グリーン・グリーン あさの　あつこ／著 徳間書店 F ｱｻ

不自由な絆 朝比奈　あすか／著 光文社 F ｱｻ

砂に泳ぐ 飛鳥井　千砂／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｽ

遥かなる城沼 安住　洋子／著 小学館 F ｱｽﾞ

特捜班危機一髪 我孫子　武丸／著 光文社 F ｱﾋﾞ

アイネクライネナハトムジーク 伊坂　幸太郎／著 幻冬舎 F ｲｻ

１１月のジュリエット 乾　ルカ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾇ

昨日のまこと、今日のうそ 宇江佐　真理／著 文藝春秋 F ｳｴ

大正の后 植松　三十里／著 ＰＨＰ研究所 F ｳｴ

ずっとあなたが好きでした 歌野　晶午／著 文藝春秋 F ｳﾀ

あなたの本当の人生は 大島　真寿美／著 文藝春秋 F ｵｵ

奇妙な遺産 大村　友貴美／著 光文社 F ｵｵ

片見里なまぐさグッジョブ 小野寺　史宜／著 幻冬舎 F ｵﾉ

桃のひこばえ 梶　よう子／著 集英社 F ｶｼﾞ

こぼれ落ちて季節は 加藤　千恵／著 講談社 F ｶﾄ

お勝手太平記 金井　美恵子／著 文藝春秋 F ｶﾅ

トオリヌケキンシ 加納　朊子／著 文藝春秋 F ｶﾉ

水声 川上　弘美／著 文藝春秋 F ｶﾜ

ダンデライオン 河合　莞爾／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾜ

夜また夜の深い夜 桐野　夏生／著 幻冬舎 F ｷﾘ

スケープゴート 幸田　真音／著 中央公論新社 F ｺｳ

ほんとうの花を見せにきた 桜庭　一樹／著 文藝春秋 F ｻｸ

関所破り定次郎目籠のお練り 佐藤　雅美／著 文藝春秋 F ｻﾄ

きょうのできごと、十年後 柴崎　友香／著 河出書房新社 F ｼﾊﾞ

未婚３０ 白岩　玄／著 幻冬舎 F ｼﾗ

白の皇国物語　１２ 白沢　戌亥／〔著〕 アルファポリス F ｼﾗ 12

島津戦記 新城　カズマ／著 新潮社 F ｼﾝ

ダブル・フォールト 真保　裕一／著 集英社 F ｼﾝ

瞳の犬 新堂　冬樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾝ

傲慢な婚活 嶽本　野ばら／〔著〕 新潮社 F ﾀｹ

断貧サロン 谷川　直子／著 河出書房新社 F ﾀﾆ

土漠の花 月村　了衛／著 幻冬舎 F ﾂｷ

繁栄の昭和 筒井　康隆／著 文藝春秋 F ﾂﾂ

誰かこの状況を説明してください！　３ 徒然花／著 フロンティアワークス F ﾂﾚ 3

警察（サツ）回りの夏 堂場　瞬一／著 集英社 F ﾄﾞｳ

妻恋坂情死行 鳥羽　亮／著 幻冬舎 F ﾄﾊﾞ

マッサン　上 羽原　大介／作 ＮＨＫ出版 F ﾅｶ 1

丹生都比売 梨木　香歩／〔著〕 新潮社 F ﾅｼ

私が愛したサムライの娘 鳴神　響一／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾅﾙ



日本の小説 黄泉坂の娘たち 仁木　英之／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾆｷ

サラは銀の涙を探しに 橋本　長道／著 集英社 F ﾊｼ

復活祭 馳　星周／著 文藝春秋 F ﾊｾ

風花帖 葉室　麟／著 朝日新聞出版 F ﾊﾑ

純喫茶「一朋堂」の四季 東川　篤哉／著 講談社 F ﾋｶﾞ

近所の犬 姫野　カオルコ／著 幻冬舎 F ﾋﾒ

フォルトゥナの瞳 百田　尚樹／著 新潮社 F ﾋﾔ

私家本椿説弓張月 平岩　弓枝／著 新潮社 F ﾋﾗ

大〓見警部の事件簿 深水　黎一郎／著 光文社 F ﾌｶ

ユダの柩 福田　和代／著 朝日新聞出版 F ﾌｸ

神様の裏の顔 藤崎　翔／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ

火桜が根 藤本　ひとみ／著 中央公論新社 F ﾌｼﾞ

歌舞伎町ダムド 誉田　哲也／著 中央公論新社 F ﾎﾝ

魔術師の視線 本多　孝好／著 新潮社 F ﾎﾝ

アガサ・クリスティー賞殺人事件 三沢　陽一／著 早川書房 F ﾐｻ

物語のおわり 湊　かなえ／著 朝日新聞出版 F ﾐﾅ

ふたつのしるし 宮下　奈都／著 幻冬舎 F ﾐﾔ

湖底の城　５巻 宮城谷　昌光／著 講談社 F ﾐﾔ 5

処刑までの十章 連城　三紀彦／著 光文社 F ﾚﾝ

外国の小説 黒い瞳のブロンド ベンジャミン・ブラック／著 早川書房 933 ﾌﾞﾗ

甘美なる作戦 イアン・マキューアン／著 新潮社 933 ﾏﾂ

文庫 すみれの香りに甘く誘われて エマ・ワイルズ／著 竹書房 B 933 ﾜｲ

株価暴落 池井戸　潤／著 文藝春秋 B F ｲｹ

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

革命のリベリオン　第１部 神永　学／著 新潮社 B F ｶﾐ 1

デート・ア・ライブ　１～１１ 橘　公司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾀﾁ 1～11

妖かしの子 知野　みさき／著 角川春樹事務所 B F ﾁﾉ

妖国の剣士 知野　みさき／著 角川春樹事務所 B F ﾁﾉ

老術師の罠 知野　みさき／著 角川春樹事務所 B F ﾁﾉ

お庭番望月蒼司朗参る！　〔１８〕 流　星香／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｶﾞ 18

女坂 花房　観音／〔著〕 講談社 B F ﾊﾅ

スリーピング・ブッダ 早見　和真／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾔ

レアリア　１ 雪乃　紗衣／著 新潮社 B F ﾕｷ 1

隠したかった香り 莉仔しとらす 日本文学館 B F ﾘｺ

総合 木内かつの絵本あそび 木内　かつ／著 福音館書店 019

ギネス世界記録　２０１５ クレイグ・グレンディ／編 角川アスキー総合研究所 R 031 15

哲学 別のしかたで 千葉　雅也／著 河出書房新社 104

なぜいつも“似たような人”を好きになるのか 岡田　尊司／著 青春出版社 141

あなたのまわりに奇跡を起こす言葉のチカラ 越智　啓子／著 青春出版社 147

ＴＨＥ　ＡＮＳＷＥＲ ＲＯＳＳＣＯ／著 アンドブック 147

歴史 岩波講座日本歴史　第３巻 大津　透／編集委員 岩波書店 210.0 3

警視庁重大事件１００ 佐々　淳行／監修 学研パブリッシング 210.6

古代史で読みとく桃太郎伝説の謎 関　裕二／著 祥伝社 B 217

社会科学 アは「愛国」のア 森　達也／著 潮出版社 304

里山資本为義 藻谷　浩介／〔著〕 角川書店 332

姉妹あるある レッカ社／編著 カンゼン 367



社会科学 女性にやさしい日本になれたのか アグネス・チャン／著 潮出版社 367

京都西陣イケズで明るい交際術 京の町家暮らしの意匠会議／編 新潮社 385

彗星夜襲隊 渡辺　洋二／著 光人社 B 397

自然科学 世界を変えた確率と統計のからくり１３４話 岩沢　宏和／著 ＳＢクリエイティブ 417

韓国人は何処から来たか 長浜　浩明／著 展転社 469

嚥下障害のことがよくわかる本 藤島　一郎／監修 講談社 493

危ない食品添加物ハンドブック 渡辺　雄二／著 为婦と生活社 498

やってみました！１日１食 船瀬　俊介／著 三五館 498

料理 野菜のだしで作る１２ケ月レシピ 樋口　正樹／著 旭屋出版 596

産業 私、農家になりました。 三好　かやの／共著 誠文堂新光社 611

自然農法で楽しむはじめての野菜づくり 学研パブリッシング 626

イェンスの庭時間 イェンス・イェンセン／著 学研パブリッシング 629

紫竹おばあちゃんの幸福の庭 紫竹　昭葉／著 日本放送出版協会 629

芸術 マッチの気もち 安野　光雅／著 文藝春秋 726

立体切り紙カード 中沢　圭子／〔著〕 ブティック社 754

セロニアス・モンクのいた風景 村上　春樹／編・訳 新潮社 764 ﾓﾝ

しかしそれだけではない。 小森　陽一／著 シネ・フロント社 778

マッサン　Ｐａｒｔ１ 羽原　大介／作 ＮＨＫ出版 778 1

言語 司会進行あいさつ文例集 すぴーち工房／著 法研 809

親子で学ぶ英語図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著 創元社 830

「赤毛のアン」で英語づけ 茂木　健一郎／著 夜間飛行 837

文学 シルバー川柳　４ 全国有料老人ホーム協会／編 ポプラ社 911 4

井上ひさしの劇ことば 小田島　雄志／著 新日本出版社 912 ｲﾉ

杖ことば 五木　寛之／著 学研パブリッシング 914 ｲﾂ

荒野の胃袋 井上　荒野／著 潮出版社 914 ｲﾉ

とりどりの円を描く 佐伯　一麦／著 日本経済新聞出版社 914 ｻｴ

地球上の全人類と全アリンコの重さは同じらしい。 椎名　誠／著 早川書房 914 ｼｲ

シャボン玉日本 野坂　昭如／著 毎日新聞社 914 ﾉｻ

デラックスじゃない マツコ・デラックス／著 双葉社 914 ﾏﾂ

４　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｇｉｒｌｓ 山田　詠美／著 幻冬舎 914 ﾔﾏ

白山単独越冬 佐々木　正祐 915 ｲﾄ

シャバはつらいよ 大野　更紗／著 ポプラ社 916 ｵｵ

児童書（読物） なきむしオバケ５つのお話 日本児童文学者協会／編 文溪堂 F

木かげの秘密 浅野　竜／作 学研教育出版 F ｱｻ

ゆいはぼくのおねえちゃん 朝比奈　蓉子／作 ポプラ社 F ｱｻ

死神うどんカフェ１号店　２杯目 石川　宏千花／〔著〕 講談社 F ｲｼ 2

鹿の王　上・下 上橋　菜穂子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｳｴ 1・2

獣の奏者　６～８ 上橋　菜穂子／作 講談社 F ｳｴ 6～8

歌えば魔女に食べられる 大海　赫／作絵 復刊ドットコム F ｵｵ

３人のまじょとドラゴン おおとも　やすお／さく・え 偕成社 F ｵｵ

３人のまじょとドラゴン　カエルのおうじさま おおとも　やすお／さく・え 偕成社 F ｵｵ

にじ・じいさん くすのき　しげのり／作 ＢＬ出版 F ｸｽ

らくごで笑児科 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ

新編弓張月　下 〔曲亭　馬琴／作〕 ポプラ社 F ﾀｷ 2

ムジナ探偵局　〔９〕 富安　陽子／作 童心社 F ﾄﾐ 9

三千と一羽がうたう卵の歌 ジョイ・カウリー／著 さ・え・ら書房 933 ｶｳ



児童書（読物） ルーシー変奏曲 サラ・ザール／著 小学館 933 ｻﾞﾙ

ゆきの中のふしぎなできごと マージョリー・Ｗ．シャーマット／ぶん 大日本図書 933 ｼﾔ

リトル・ジーニーときめきプラス　〔５〕 ミランダ・ジョーンズ／作 ポプラ社 933 ｼﾞﾖ 5

げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ・セジウィック／さく 福音館書店 933 ｾｼﾞ

ワンダ＊ラ　７ トニー・ディテルリッジ／作 文溪堂 933 ﾃﾞｲ 7

ミリー・モリー・マンデーとともだち ジョイス・Ｌ．ブリスリー／さく 福音館書店 933 ﾌﾞﾘ

動物病院のマリー　４ タチアナ・ゲスラー／著 学研教育出版 943 ｹﾞｽ 4

カンヴァスの向こう側 フィン・セッテホルム／著 評論社 949 ｾﾂ

児童書（知識） マップス アレクサンドラ・ミジェリンスカ／作・絵 徳間書店 290

ガラパゴスに木を植える 藤原　幸一／写真・文 岩崎書店 462

動物の迷路 香川　元太郎／作・絵 ＰＨＰ研究所 480

トイレをつくる未来をつくる 会田　法行／写真・文 ポプラ社 498

月へ行きたい 松岡　徹／文・絵 福音館書店 538

もしも宇宙でくらしたら 山本　省三／作 ＷＡＶＥ出版 538

田んぼの不思議 安室　知／著 小峰書店 616

ご当地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

かこさとしあそびずかん　あきのまき かこ　さとし／文・絵 小峰書店 781

やろうよ陸上競技 中田　有紀／著 ベースボール・マガジン社 782

絵本 ぐるぐるジュース 矢野　アケミ／作 アリス館 E ｱﾘ

あかくんとあおくん ガブリエル・ゲ／さく 岩崎書店 E ｲﾜ

お船がきた日 小林　豊／文・絵 岩波書店 E ｲﾜ

どんぐりむらのほんやさん なかや　みわ／さく 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

もったいないばあさんのてんごくとじごくのはなし 真珠　まりこ／作・絵 講談社 E ｺｳ

ミライのミイラ くすのき　しげのり／作 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

トラネコとクロネコ 宮西　達也／作絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

きらきらは・は・歯 室井　滋／文 世界文化社 E ｾｶ

まるかいてピョン 舟崎　克彦／さく・え そうえん社 E ｿｳ

ももんちゃんぴょ～ん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

おたすけこびととあかいボタン なかがわ　ちひろ／文 徳間書店 E ﾄｸ

思い出のマーニー ジョーン・Ｇ．ロビンソン／原作 徳間書店 E ﾄｸ

くらべっこしましょ！ 石津　ちひろ／ぶん 白泉社 E ﾊｸ

ねずみがぱくっ！ 西村　敏雄／さく 白泉社 E ﾊｸ

かえるの竹取ものがたり 俵　万智／文 福音館書店 E ﾌｸ

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

だいすき、でも、ゆめみてる 二宮　由紀子／文 文研出版 E ﾌﾞﾝ

つかまえろ！ カタリーナ・ヴァルクス／作 文研出版 E ﾌﾞﾝ

マンドリルおじさんのおなら 河辺　花衣／作 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

ガス・アンド・ミー キース・リチャーズ／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

どんどこどん！ 新井　洋行／さく ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ぱっぱらっぱぷー！ 新井　洋行／さく ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

紙芝居 トーマスとしゃしん ウィルバート・オードリー／原作 教育画劇 K

とくしゅしょうぼうしゃフリン ウィルバート・オードリー／原作 教育画劇 K

とくべつなプレゼント ウィルバート・オードリー／原作 教育画劇 K

パーシーはパーシー ウィルバート・オードリー／原作 教育画劇 K

ピンクのジェームス ウィルバート・オードリー／原作 教育画劇 K

ゆきのひのできごと ウィルバート・オードリー／原作 教育画劇 K


