
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 恐怖の緑魔帝王 芦原　すなお／著 ポプラ社 F ｱｼ

今回の人生はメイドらしい 雨宮　茉莉／著 アルファポリス F ｱﾏ

１９８１年のスワンソング 五十嵐　貴久／著 幻冬舎 F ｲｶﾞ

電車道 磯崎　憲一郎／著 新潮社 F ｲｿ

ｔｈｅ　ＳＩＸ 井上　夢人／著 集英社 F ｲﾉ

ＥＰＩＴＡＰＨ東京 恩田　陸／著 朝日新聞出版 F ｵﾝ

僕とおじさんの朝ごはん 桂　望実／著 中央公論新社 F ｶﾂ

利休の闇 加藤　廣／著 文藝春秋 F ｶﾄ

リセット　７ 如月　ゆすら／著 アルファポリス F ｷｻ 7

恋づくし 工藤　美代子／著 中央公論新社 F ｸﾄﾞ

ナナフシ 幸田　真音／著 文藝春秋 F ｺｳ

つなわたり 小林　信彦／著 文藝春秋 F ｺﾊﾞ

睦月童（わらし） 西條　奈加／著 ＰＨＰ研究所 F ｻｲ

それを愛とは呼ばず 桜木　紫乃／著 幻冬舎 F ｻｸ

ラ・ミッション 佐藤　賢一／著 文藝春秋 F ｻﾄ

冤罪凶状 澤田　ふじ子／著 幻冬舎 F ｻﾜ

ＷＯＬＦ 柴田　哲孝／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾊﾞ

無限のビィ 朱川　湊人／著 徳間書店 F ｼﾕ

レオナルドの扉 真保　裕一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾝ

幸せ嫌い 平　安寿子／著 集英社 F ﾀｲ

影媛 高尾　長良／著 新潮社 F ﾀｶ

宰相Ａ 田中　慎弥／著 新潮社 F ﾀﾅ

男役 中山　可穂／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶ

永い言い訳 西川　美和／著 文藝春秋 F ﾆｼ

無銭横町 西村　賢太／著 文藝春秋 F ﾆｼ

春雷 葉室　麟／著 祥伝社 F ﾊﾑ

異界の魔術士　Ｓｐｅｃｉａｌ＋ ヘロー天気／著 アルファポリス F ﾍﾛ

有頂天家族　〔２〕 森見　登美彦／著 幻冬舎 F ﾓﾘ 2

白き面に、囚わるる 結城　光流／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾕｳ

外国の小説 風の丘 カルミネ・アバーテ／著 新潮社 973 ｱﾊﾞ

文庫本 たそがれビール 小川　糸／著 幻冬舎 B 914 ｵｶﾞ

地の日天の海　下 内田　康夫／著 角川書店 B F ｳﾁ 2

珈琲店タレーランの事件簿　４ 岡崎　琢磨／著 宝島社 B F ｵｶ 4

死神姫の再婚　〔１７〕 小野上　明夜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵﾉ 17

家政婦さんっ！　５ きたこ／著 アスキー・メディアワークス B F ｷﾀ 5

隔離島 仙川　環／著 新潮社 B F ｾﾝ



文庫本 そして、警官は奔る 日明　恩／著 双葉社 B F ﾀﾁ

天久鷹央の推理カルテ　２ 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ 2

シンデレラ伯爵家の靴箱館　〔３〕 仲村　つばき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｶ 3

栗めし 藤原　緋沙子／著 文藝春秋 B F ﾌｼﾞ

留めの底にわだかまれ 結城　光流／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

総合 日本の図書館　２０１４ 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

みんなで考える　こんなときどうするの？ 日本図書館協会 013

今、この本を子どもの手に 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 R 028

哲学 死を笑う 中村　うさぎ／著 毎日新聞社 114

赤ちゃんに最高の名前をつける本　２０１５～２０１６ ハッピーネームファーザーズ／編 エクスナレッジ 148 15

心屋仁之助の「ありのままの自分」に○をつけよう 心屋　仁之助／著 三笠書房 B 159

心屋仁之助のなんか知らんけど人生がうまくいく話 心屋　仁之助／著 三笠書房 B 159

定年女子 岸本　裕紀子／著 集英社 159

歴史 百年の愚行　続 Ｔｈｉｎｋ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ 209 2

日本史年表・地図 児玉　幸多／編 吉川弘文館 R 210.0

上林家の先人たち 上林平入・上林三郎・上林武人 上林いとこ会 A 216

岩波講座日本歴史　第９巻 大津　透／編集委員 岩波書店 210.0 9

食に生きて 辰巳　芳子／著 新潮社 289 ﾀﾂ

裏が、幸せ。 酒井　順子／著 小学館 291

社会科学 ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ新戦争論　１ 小林　よしのり／著 幻冬舎 319 1

お年寄りに喜ばれる１２か月の壁面かざりアイデア 望月　修／監修 池田書店 369

自然科学 不眠の悩みを解消する本 三島　和夫／著 法研 493

根拠と効果がわかる介護のための口腔ケア＆体操＆レク 世田谷区社会福祉事業団特別養護老人ホーム芦花ホーム／監修 誠文堂新光社 497

ちいさい・おおきい　よわい・つよい　Ｎｏ．１０４ 桜井　智恵子／編集代表 ジャパンマシニスト社 498

脳の強化書 加藤　俊徳／著 あさ出版 498

もっと脳の強化書　２ 加藤　俊徳／著 あさ出版 498 2

技術 日本大改造２０３０ 日経コンストラクション／編 日経ＢＰ社 510

エクステリア＆ガーデン　Ｎｏ．４３ ブティック社 527

ニットマルシェ　ｖｏｌ．１９（２０１５春／夏） 日本ヴォーグ社 594

素材のうまみがあふれ出すふだん料理革命 深澤　大輝／著 グッドブックス 596

ｈａｒｕ＿ｍｉ　ｖｏｌ．３４（２０１５冬） 栗原　はるみ／著 扶桑社 596

Ｃｏｍｅ　ｈｏｍｅ！　ｖｏｌ．３９ 主婦と生活社 597

私のカントリー　ＮＯ．９２ 主婦と生活社 597

産業 はじめての寄せ植えレッスンＢＯＯＫ 上田　広樹／著 学研パブリッシング 627

イザというときに役立つ犬の看護・介護・見送り方ガイド 渡辺　恵子 株式会社ベネッセコーポレーション 645

犬の介護に役立つ本 高垣　育／著 山と溪谷社 645

今からでもおそくない！成犬のしつけＱ＆Ａ 渡部　真也／監修 創英社 645

病気・ケガ・老いから守る体の健康ガイド 渡辺　恵子 株式会社ベネッセコーポレーション 645

親のボロ家から笑顔の家賃収入を得る方法 白岩　貢／著 ごま書房新社 673

芸術 日本美術全集　６ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 6

水木しげる漫画大全集　０３２ 水木　しげる／著 講談社 726 32

水木しげる漫画大全集　０９５ 水木　しげる／著 講談社 726 95

墨のれっすん　１ 『墨』編集部／編 芸術新聞社 728 1



芸術 百田尚樹『殉愛』の真実 角岡　伸彦／著 宝島社 767 ﾋﾔ

先生はプロチアリーダー！ 黒田　紫／著 マキノ出版 781

裏千家茶道点前教則　３１・３２ 千　宗室／著 淡交社 791

言語 漢語百題 岸田　知子／著 大修館書店 822

文学 ナマコのからえばり　１０ 椎名　誠／著 毎日新聞社 914 ｼｲ 10

小さな幸せ４６こ よしもと　ばなな／著 中央公論新社 914 ﾖｼ

日本文学全集　１７ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 17

児童書（読物） つきよはうれしい あまん　きみこ／さく 理論社 F ｱﾏ

まよいご一年生 あまん　きみこ／作 講談社 F ｱﾏ

絵本「旅猫リポート」 有川　浩／文 講談社 F ｱﾘ

あまねく神竜住まう国 荻原　規子／作 徳間書店 F ｵｷﾞ

こぶたのピクルス 小風　さち／文 福音館書店 F ｺｶ

ふたりはおばけのふたご！？ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

児童書（知識） アルカーディのゴール ユージン・イェルチン／作・絵 岩波書店 933 ｲｴ

ペット・コンテストは大さわぎ マージョリー・Ｗ．シャーマット／ぶん 大日本図書 933 ｼﾔ

魔法の言葉 コルネーリア・フンケ／著 ＷＡＶＥ出版 943 ﾌﾝ

くらべる１００年「もの」がたり　１～５ 新田　太郎／監修 学研教育出版 383 1

原発事故で、生きものたちに何がおこったか。 永幡　嘉之／写真・文 岩崎書店 462

わらうプランクトン ひらい　あきお／著 小学館 468

夢の名作レシピ　３ 星谷　菜々／監修 日本図書センター 596 3

農家になろう　８・９ 農文協／編 農山漁村文化協会 610 8

えほん寄席　滋養強壮の巻 桂　南喬／ほか噺 小学館 779 ｼﾖ

えほん寄席　抱腹絶倒の巻 柳亭　市馬／ほか噺 小学館 779 ｼﾖ

えほん寄席　満員御礼の巻 桂　文我／ほか噺 小学館 779 ｼﾖ

えほん寄席　鮮度抜群の巻 桂　文生／ほか噺 小学館 779 ｼﾖ

えほん寄席　愉快痛快の巻 桂　文我／ほか噺 小学館 779 ｼﾖ

やろうよバレーボール 熊田　康則／著 ベースボール・マガジン社 783

かいけつゾロリの対決！ブルル・コブル２００連発！ 原　ゆたか／原作・監修 ポプラ社 798

くらべて、かさねて、読む力　１・２年生 高木　まさき／監修 光村教育図書 817 1

くらべて、かさねて、読む力　５・６年生 高木　まさき／監修 光村教育図書 817 3

絵本 ヘンテコはみがきこ みやにし　たつや／作・絵 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

英語ＤＥ落語・動物園 桂　かい枝／文 鈴木出版 E ｽｽﾞ

おばあちゃんがおばあちゃんになった日 長野　ヒデ子／作 童心社 E ﾄﾞｳ

１４ひきのひっこし いわむら　かずお／作 童心社 E ﾄﾞｳ

おおきな３びきゆうえんちへいく クリス・ウォーメル／作・絵 徳間書店 E ﾄｸ

ぼくは建築家ヤング・フランク フランク・ビバ／作 西村書店 E ﾆｼ

どうぞのいす 香山　美子／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

なく、おこる 秋山　さと子／文 復刊ドットコム E ﾌﾂ

ヤマネコ毛布 山福　朱実／作・画 復刊ドットコム E ﾌﾂ

はるのおとがきこえるよ マリオン・デーン・バウアー／文 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ


