
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 キャプテンサンダーボルト 阿部　和重／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

雇われ聖女の転職事情　３ 雨宮　れん／〔著〕 アルファポリス F ｱﾏ 3

未来へ… 新井　素子／〔著〕 角川春樹事務所 F ｱﾗ

死にたくなったら電話して 李　龍徳／著 河出書房新社 F ｲ

密室館殺人事件 市川　哲也／著 東京創元社 F ｲﾁ

親愛なる いとう　せいこう／著 河出書房新社 F ｲﾄ

悪い恋人 井上　荒野／著 朝日新聞出版 F ｲﾉ

太陽・惑星 上田　岳弘／著 新潮社 F ｳｴ

鳳雛の夢 上田　秀人／著 光文社 F ｳｴ

狂信者 江上　剛／著 幻冬舎 F ｴｶﾞ

彼女との上手な別れ方 岡本　貴也／著 小学館 F ｵｶ

音わざ吹き寄せ 奥山　景布子／著 文藝春秋 F ｵｸ

ナオミとカナコ 奥田　英朗／著 幻冬舎 F ｵｸ

営繕かるかや怪異譚 小野　不由美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾉ

ｉｆ 垣谷　美雨／著 小学館 F ｶｷ

注文の多い美術館 門井　慶喜／著 文藝春秋 F ｶﾄﾞ

アルタッドに捧ぐ 金子　薫／著 河出書房新社 F ｶﾈ

浮雲心霊奇譚 神永　学／著 集英社 F ｶﾐ

しょっぱい夕陽 神田　茜／著 講談社 F ｶﾝ

だれの息子でもない 神林　長平／著 講談社 F ｶﾝ

グラン・リーオ 如月　ゆすら／著 朝日新聞出版 F ｷｻ

オルゴーリェンヌ 北山　猛邦／著 東京創元社 F ｷﾀ

慶應本科と折口信夫 北村　薫／著 文藝春秋 F ｷﾀ

水やりはいつも深夜だけど 窪　美澄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸﾎﾞ

中尉 古処　誠二／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾄﾞ

ジュンのための６つの小曲 古谷田　奈月／著 新潮社 F ｺﾔ

マル暴甘糟 今野　敏／著 実業之日本社 F ｺﾝ

私の命はあなたの命より軽い 近藤　史恵／著 講談社 F ｺﾝ

ＧＯＳＩＣＫ 桜庭　一樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻｸ

ブルース 桜木　紫乃／著 文藝春秋 F ｻｸ

泣き虫弱虫諸葛孔明　第４部 酒見　賢一／著 文藝春秋 F ｻｹ 4

晩鐘 佐藤　愛子／著 文藝春秋 F ｻﾄ

鳩の撃退法　上・下 佐藤　正午／著 小学館 F ｻﾄ

波の音が消えるまで　上・下 沢木　耕太郎／著 新潮社 F ｻﾜ

氷の仮面 塩田　武士／著 新潮社 F ｼｵ



日本の小説 ニルヤの島 柴田　勝家／著 早川書房 F ｼﾊﾞ

暗黒寓話集 島田　雅彦／著 文藝春秋 F ｼﾏ

３年７組食物調理科 須藤　靖貴／著 講談社 F ｽﾄﾞ

ＴＡＴＳＵＭＡＫＩ 曽根　圭介／著 講談社 F ｿﾈ

ぐるぐる登山 高橋　陽子／著 中央公論新社 F ﾀｶ

通り魔 嶽本　野ばら／著 小学館 F ﾀｹ

ボルケイノ・ホテル 谷村　志穂／著 光文社 F ﾀﾆ

機龍警察 月村　了衛／著 早川書房 F ﾂｷ

忍者物語 東郷　隆／著 実業之日本社 F ﾄｳ

ルール 堂場　瞬一／著 実業之日本社 F ﾄﾞｳ

風の如く　吉田松陰篇 富樫　倫太郎／著 講談社 F ﾄｶﾞ

パスティス 中島　京子／著 筑摩書房 F ﾅｶ

僕は小説が書けない 中村　航／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶ

認知の母にキッスされ ねじめ　正一／著 中央公論新社 F ﾈｼﾞ

舎人の部屋 花村　萬月／著 双葉社 F ﾊﾅ

探偵少女アリサの事件簿 東川　篤哉／著 幻冬舎 F ﾋｶﾞ

フォルトゥナの瞳 百田　尚樹／著 新潮社 F ﾋﾔ

インデックス 誉田　哲也／著 光文社 F ﾎﾝ

私はテレビに出たかった 松尾　スズキ／著 朝日新聞出版 F ﾏﾂ

化石少女 麻耶　雄嵩／著 徳間書店 F ﾏﾔ

たった、それだけ 宮下　奈都／著 双葉社 F ﾐﾔ

図書館奇譚 村上　春樹／著 新潮社 F ﾑﾗ

かぜまち美術館の謎便り 森　晶麿／著 新潮社 F ﾓﾘ

深海の人魚 森村　誠一／著 幻冬舎 F ﾓﾘ

花野に眠る 森谷　明子／著 東京創元社 F ﾓﾘ

波止場浪漫　上・下 諸田　玲子／著 日本経済新聞出版社 F ﾓﾛ

伶也と 椰月　美智子／著 文藝春秋 F ﾔｽﾞ

フィルムノワール／黒色影片＇フィルムノワール（ 矢作　俊彦／著 新潮社 F ﾔﾊ

店長がいっぱい 山本　幸久／著 光文社 F ﾔﾏ

螺旋階段 山本　譲司／著 光文社 F ﾔﾏ

逢魔 唯川　恵／著 新潮社 F ﾕｲ

陰陽師　螢火ノ巻 夢枕　獏／著 文藝春秋 F ﾕﾒ

夜の木の下で 湯本　香樹実／著 新潮社 F ﾕﾓ

外国の小説 高い窓 レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 933 ﾁﾔ

Ｔ・Ｓ・スピヴェット君傑作集 ライフ・ラーセン／著 早川書房 933 ﾗｾ

繊細な真実 ジョン・ル・カレ／著 早川書房 933 ﾙｶ

ファビアン エーリヒ・ケストナー／〔著〕 みすず書房 943 ｹｽ

沈黙を破る者 メヒティルト・ボルマン／著 河出書房新社 943 ﾎﾞﾙ

窓から逃げた１００歳老人 ヨナス・ヨナソン／著 西村書店 949 ﾖﾅ

文庫 マダム・マロリーと魔法のスパイス リチャード・Ｃ．モレイス／著 集英社 B 933 ﾓﾚ

二重人格 ドストエフスキー／作 岩波書店 B 983 ﾄﾞｽ



文庫 覆面竜女　〔５〕 藍川　竜樹／著 集英社 B F ｱｲ 5

東京レイヴンズ　１２ あざの　耕平／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱｻﾞ 12

０．５ミリ 安藤　桃子／〔著〕 幻冬舎 B F ｱﾝ

月は誰のもの 宇江佐　真理／著 文藝春秋 B F ｳｴ

侵入 仙川　環／著 ＰＨＰ研究所 B F ｾﾝ

最後の命 中村　文則／〔著〕 講談社 B F ﾅｶ

小野寺の弟・小野寺の姉 西田　征史／〔著〕 幻冬舎 B F ﾆｼ

迷いアルパカ拾いました 似鳥　鶏／著 文藝春秋 B F ﾆﾀ

予言村の転校生 堀川　アサコ／著 文藝春秋 B F ﾎﾘ

花宵道中 宮木　あや子／著 新潮社 B F ﾐﾔ

総合 現代用語の基礎知識　２０１５ 自由国民社／編集 自由国民社 R 031 15

心理学 天才の心理学 Ｅ．クレッチュマー／著 岩波書店 141

思わず二度見される色気美人になれる本 真島　あみ／著 東邦出版 159

林修の仕事原論 林　修／著 青春出版社 159

歴史 岩波講座日本歴史　第１２巻 大津　透／編集委員 岩波書店 210.0 12

行ってはいけない！危険な絶景 竹書房 290

社会科学 金持ちは税率７０％でもいいｖｓみんな１０％課税がいい ポール・クルーグマン／著 東洋経済新報社 345

怒り始めた娘たち 香山　リカ／著 新潮社 367

なぜ世界でいま、「ハゲ」がクールなのか 福本　容子／〔著〕 講談社 367

配慮の必要な保護者への支援 西館　有沙／編著 学研教育みらい 376

いつでもどこでも手話ソング　１・２ こどもくらぶ／編 同友館 378

みんなの手話ソング　１～４ こどもくらぶ／編 同友館 378

男の子の本当に響く叱り方ほめ方 小崎　恭弘／著 すばる舎 379

英国一家、ますます日本を食べる マイケル・ブース／著 亜紀書房 383

自然科学 覚えてますか？小学校で習った理科 浜田　経雄／監修 サンリオ 400

無駄で危険な医療＋治療４５ 双葉社 490

免疫力をあなどるな！ 矢崎　雄一郎／著 サンマーク出版 491

寄生虫ビジュアル図鑑 濱田　篤郎／監修 誠文堂新光社 R 491

血糖値を下げる特効法１０１ 阿部　博幸／監修 主婦と生活社 493

コレステロール、中性脂肪を下げる特効法１０１ 阿部　博幸／監修 主婦と生活社 493

ネットに奪われる子どもたち 清川　輝基／編著 少年写真新聞社 493

ひとりで死ぬのだって大丈夫 奥野　滋子／著 朝日新聞出版 494

化学物質と正しく付き合う方法 北野　大／著 化学工業日報社 498

技術 フランス人は１０着しか服を持たない ジェニファー・Ｌ．スコット／著 大和書房 590

キャンドル・ワークス 笹本　道子／著 誠文堂新光社 594

少しの布で手軽に作れるバッグとこもの ブティック社 594

ソーイング＆クロシェ　〔ｖｏｌ．１〕 パッチワーク通信社 594 1

バーミックスのある暮らし 井手　櫻子／著 幻冬舎メディアコンサルティング 596

部屋をかっこよく飾る本 学研パブリッシング 597

産業 有機・無農薬安心・安全！自然農薬で病虫害なしの野菜づくり 学研パブリッシング 626

林業男子 山崎　真由子／著 山と溪谷社 651



芸術 教えて先生！書のきほん 『墨』編集部／編 芸術新聞社 728

手仕事の贈りもの 片柳　草生／著 晶文社 750

連続テレビ小説読本 洋泉社 778

裏千家茶道点前教則　３０ 千　宗室／著 淡交社 791

言語 日本の大和言葉を美しく話す 高橋　こうじ／文 東邦出版 810

文学 ありがとうは僕の耳にこだまする 東田　直樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 911

大人の男の遊び方 伊集院　静／著 双葉社 914 ｲｼﾞ

未来の記憶は蘭のなかで作られる 星野　智幸／著 岩波書店 914 ﾎｼ

いのちの姿 宮本　輝／著 集英社 914 ﾐﾔ

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

途中下車 北村　森／著 河出書房新社 916 ｷﾀ

私、乳がん。夫、肺がん。３９歳、夫婦で余命宣告。 芽生／著 大和出版 916 ﾒｲ

日本文学全集　０１ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 1

児童書＇読物（ 江戸の象吉 太田　大輔／作 講談社 F ｵｵ

のっぺらぼうのおじさん そうま　こうへい／作 講談社 F ｿｳ

まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわ　ちひろ／作 偕成社 F ﾅｶ

コロッケくんのぼうけん 二宮　由紀子／作 偕成社 F ﾆﾉ

にんじゃざむらいガムチョコバナナ　００２ 原　ゆたか／さく・え ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾗ 2

家庭科室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

きえた草のなぞ マージョリー・Ｗ．シャーマット／ぶん 大日本図書 933 ｼﾔ

フェアリー・ガールズ　１ キキ・ソープ／作 ポプラ社 933 ｿﾌﾟ 1

フェアリー・ガールズ　３ キキ・ソープ／作 ポプラ社 933 ｿﾌﾟ 3

魔女のお店 ルース・チュウ／作 フレーベル館 933 ﾁﾕ

オリンポスの神々と７人の英雄　４ リック・リオーダン／作 ほるぷ出版 933 ﾘｵ 4

勇者ライと３つの扉　２ エミリー・ロッダ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ﾛﾂ 2

児童書＇知識（ みんなのどうとく　１ねん～６ねん 近藤　茂 学研教育みらい 150

食べているのは生きものだ 森枝　卓士／文・写真 福音館書店 383

動物の見ている世界 ギヨーム・デュプラ／著 創元社 481

パンダのひみつ 池田　菜津美／文 新日本出版社 489

４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん 木坂　涼／監修 講談社 809

すがたをかえるたべものしゃしんえほん　７ 宮崎　祥子／構成・文 岩崎書店 619 7

絵本 どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文 アリス館 E ｱﾘ

こひつじまある 山内　ふじ江／文・絵 岩波書店 E ｲﾜ

すりかえかめん はら　こうへい／絵 河出書房新社 E ｶﾜ

うそつきマルタさん おおの　こうへい／作・絵 教育画劇 E ｷﾖ

いっしょにあそばへん？ 岡田　よしたか／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　いたずらっこがやってきた アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　シャーリーのダイエット アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　ショーンとサッカー アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　ショーンのおみせやさん アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　ショーンのそらのたび アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ



ひつじのショーン　ショーンはおおいそがし アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　せんたくびより アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　ねずみとかくれんぼ アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　ひつじのげいじゅつか アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　ピザがたべたい！ アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

カッパもやっぱりキュウリでしょ？ シゲタ　サヤカ／作・絵 講談社 E ｺｳ

はじめてのクリスマス 庄野　ナホコ／作 講談社 E ｺｳ

ぶきゃぶきゃぶー 内田　麟太郎／文 講談社 E ｺｳ

ドーナツなんかいらないよ マーク・アラン・スタマティー／おはなしとえ 国書刊行会 E ｺｸ

ねむれないひつじのよる きたむら　さとし／えとぶん 小峰書店 E ｺﾐ

ふゆはふわふわ 五味　太郎／作 小学館 E ｼﾖ

まねっこたいそううさぎちゃん 塚本　やすし／さく そうえん社 E ｿｳ

はじめはタマゴ ローラ・ヴァッカロ・シーガー／さく 評論社 E ﾋﾖ

ひつじ ゴードン・クレイトン／写真 評論社 E ﾋﾖ

パンツはながれる 林　正博／文 福音館書店 E ﾌｸ

１０８ぴきめのひつじ いまい　あやの／作 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

いろいろいろのほん エルヴェ・テュレ／さく ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

やきざかなののろい 塚本　やすし／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

  

(学研教育出版) 

 

   (岩崎書店) 

(ポプラ社) 

 

(ポプラ社) 

 

(ポプラ社) 


