
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 妄想科学小説 赤瀬川　原平／著 河出書房新社 F ｱｶ

警視庁文書捜査官 麻見　和史／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｻ

わたしたちはその赤ん坊を応援することにした 朝倉　かすみ／著 幻冬舎 F ｱｻ

島と人類 足立　陽／著 集英社 F ｱﾀﾞ

狗賓童子の島 飯嶋　和一／著 小学館 F ｲｲ

学園天国 五十嵐　貴久／著 实業之日本社 F ｲｶﾞ

森に願いを 乾　ルカ／著 实業之日本社 F ｲﾇ

三成の不思議なる条々 岩井　三四二／著 光文社 F ｲﾜ

ロストデイズ 大崎　善生／著 祥伝社 F ｵｵ

冷蔵庫を抱きしめて 荻原　浩／著 新潮社 F ｵｷﾞ

花とアリス殺人事件 岩井　俊二／原作 小学館 F ｵﾂ

ホケツ！ 小野寺　史宜／著 祥伝社 F ｵﾉ

みずうみのほうへ 上村　亮平／著 集英社 F ｶﾐ

億男 川村　元気／著 マガジンハウス F ｶﾜ

奴隷小説 桐野　夏生／著 文藝春秋 F ｷﾘ

をちこちさんとわたし 小島　水青／著 中央公論新社 F ｺｼﾞ

精鋭 今野　敏／著 朝日新聞出版 F ｺﾝ

サナキの森 彩藤　アザミ／著 新潮社 F ｻｲ

悪足掻きの跡始末 佐藤　雅美／著 講談社 F ｻﾄ

ＥＶＥＮＡ 椎名　誠／著 文藝春秋 F ｼｲ

叛徒 下村　敦史／著 講談社 F ｼﾓ

小説創業社長死す 高杉　良／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

図書館の魔女　烏の伝言（つてこと） 高田　大介／著 講談社 F ﾀｶ

指の骨 高橋　弘希／著 新潮社 F ﾀｶ

砂漠の青がとける夜 中村　理聖／著 集英社 F ﾅｶ

嗤う淑女 中山　七里／著 实業之日本社 F ﾅｶ

出版禁止 長江　俊和／著 新潮社 F ﾅｶﾞ

くるすの残光　〔４〕 仁木　英之／著 祥伝社 F ﾆｷ 4

我が心の底の光 貫井　徳郎／著 双葉社 F ﾇｸ

波に乗る はらだ　みずき／著 小学館 F ﾊﾗ

帰り来ぬ青春 藤田　宜永／著 双葉社 F ﾌｼﾞ

女王はかえらない 降田　天／著 宝島社 F ﾌﾙ

ダィテス領攻防記　４ 牧原　のどか／〔著〕 アルファポリス F ﾏｷ 4

雨に泣いてる 真山　仁／著 幻冬舎 F ﾏﾔ

透明カメレオン 道尾　秀介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾁ

絶唱 湊　かなえ／〔著〕 新潮社 F ﾐﾅ

暗闇・キッス・それだけで 森　博嗣／著 集英社 F ﾓﾘ

銀幕の神々 山本　甲士／著 小学館 F ﾔﾏ

桑港特急 山本　一力／著 文藝春秋 F ﾔﾏ

となりの女神 山下　貴光／著 中央公論新社 F ﾔﾏ

夢をまことに 山本　兼一／著 文藝春秋 F ﾔﾏ

朽ちないサクラ 柚月　裕子／著 徳間書店 F ﾕｽﾞ

サーカスナイト よしもと　ばなな／著 幻冬舎 F ﾖｼ

ソラシド 吉田　篤弘／〔著〕 新潮社 F ﾖｼ



文庫本 ゴーン・ガール　上 ギリアン・フリン／著 小学館 B 933 ﾌﾘ 1

ゴーン・ガール　下 ギリアン・フリン／著 小学館 B 933 ﾌﾘ 2

おこぼれ姫と円卓の騎士　〔１０〕 石田　リンネ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 10

双界幻幽伝　〔１２〕 木村　千世／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｷﾑ 12

夜の床屋 沢村　浩輔／著 東京創元社 B F ｻﾜ

複合捜査 堂場　瞬一／著 集英社 B F ﾄﾞｳ

半翼の逃亡者 永野　水貴／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｶﾞ

お庭番望月蒼司朗参る！　〔１９〕 流　星香／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｶﾞ 19

オメガ対中工作 濱　嘉之／〔著〕 講談社 B F ﾊﾏ

ビブリア古書堂の事件手帖　６ 三上　延／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 6

総合 ０歳・１歳の赤ちゃん絵本 京都家庭文庫地域文庫連絡会 京都家庭文庫地域文庫連絡会 019

本の「使い方」 出口　治明／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 019

抵抗の拠点から 青木　理／著 講談社 070

哲学 イチから知りたい！論語の本 佐久　協／監修 西東社 123 ｺｳ

起こることは全部マル！ ひすい　こたろう／著 ヒカルランド 159

「好きなこと」だけして生きていく。 心屋　仁之助／著 ＰＨＰ研究所 159

こだわらない練習「それ、どうでもいい」という過ごしかた 小池　龍之介／著 小学館 184

歴史 岩波講座日本歴史　第４巻 大津　透／編集委員 岩波書店 210.0 4

ザ・プリンセス雅子妃物語 友納　尚子／著 文藝春秋 288 ｺｳ

「マッサンの妻」竹鶴リタが大切にしたもの 竹鶴　孝太郎／著 集英社 289 ﾀｹ

土方歳三最後の戦い 好川　之範／著 北海道新聞社 289 ﾋｼﾞ

社会科学 ２１世紀の資本 トマ・ピケティ／〔著〕 みすず書房 331

お年寄りに喜ばれる楽しいレクリエーションベスト５５ 小林　正幸／著 池田書店 369
いじめっ子・いじめられっ子にならないために親としてできること 内田　玲子／著 ＰＨＰ研究所 379

自然科学 ぽかぽか子宮のつくり方 やまがた　てるえ／著 河出書房新社 495

長生きするのはどっち？ 秋津　壽男／著 あさ出版 498

技術 日本の軍艦完全網羅カタログ 「歴史の真相」研究会／著 宝島社 B 556

おにぎらず しらいし　やすこ／監修 宝島社 596

産業 原色雑草診断・防除事典 森田　弘彦／編著 農山漁村文化協会 R 615

ムツゴロウ先生の犬と猫の気持ちがわかる本 畑　正憲／著 ベストセラーズ 645

ウドウロク 有働　由美子／著 新潮社 699

芸術 水木しげる漫画大全集　０３１ 水木　しげる／著 講談社 726 31

水木しげる漫画大全集　０５８ 水木　しげる／著 講談社 726 58

水木しげる漫画大全集　０９４ 水木　しげる／著 講談社 726 94

読売報道写真集　２０１５ 読売新聞東京本社 748 15

昭和映画屋渡世 斎藤　次男／著 ごまめ書房 778

文学 神さまたちの遊ぶ庭 宮下　奈都／著 光文社 914 ﾐﾔ

ゆるい生活 群　ようこ／著 朝日新聞出版 914 ﾑﾚ

日本文学全集　１３ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 13

児童書（読物） わらうオバケ５つのお話 日本児童文学者協会／編 文溪堂 F

ルルとララのフレンチトースト あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店 F ｱﾝ

スーパーミラクルかくれんぼ！！　〔１〕 近江屋　一朗／作 集英社 F ｵｳ 1

スーパーミラクルかくれんぼ！！　〔２〕 近江屋　一朗／作 集英社 F ｵｳ 2

スーパーミラクルかくれんぼ！！　〔３〕 近江屋　一朗／作 集英社 F ｵｳ 3

歌う樹の星 風野　潮／作 ポプラ社 F ｶｾﾞ

ゆうれい回転ずしたまご焼きのひみつ 佐川　芳枝／作 講談社 F ｻｶﾞ

シンドローム 佐藤　哲也／著 福音館書店 F ｻﾄ

それいけ！ぼっこくん 富安　陽子／作 偕成社 F ﾄﾐ

妖怪きょうだい学校へ行く 富安　陽子／作 理論社 F ﾄﾐ

２るいベースがぬすまれた？！ マージョリー・Ｗ．シャーマット／ぶん 大日本図書 933 ｼﾔ

児童書（知識） ヤモリの指から不思議なテープ 松田　素子／文 アリス館 504



児童書（知識） ＦｕｎＬｏｏｍレッスンＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社 594

夢の名作レシピ　１ 星谷　菜々／監修 日本図書センター 596 1

夢の名作レシピ　２ 星谷　菜々／監修 日本図書センター 596 2

農家になろう　７ 農文協／編 農山漁村文化協会 610 7

くらべて、かさねて、読む力　３・４年生 高木　まさき／監修 光村教育図書 817 2

方言 佐藤　亮一／監修 ポプラ社 818

絵で見てわかるはじめての漢文　１巻 加藤　徹／監修 学研教育出版 820 1

絵で見てわかるはじめての漢文　２巻 加藤　徹／監修 学研教育出版 820 2

絵で見てわかるはじめての漢文　３巻 加藤　徹／監修 学研教育出版 820 3

絵で見てわかるはじめての漢文　４巻 加藤　徹／監修 学研教育出版 820 4

絵本 サムとデイブ、あなをほる マック・バーネット／文 あすなろ書房 E ｱｽ

きみの町に星をみているねこはいないかい？ えびな　みつる／〔作〕 架空社 E ｶｸ

コロッケです。 西村　敏雄／〔作〕 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

えんぴつびな 長崎　源之助／作 金の星社 E ｷﾝ

ひつじのショーン　どっちがショーン？ アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

おばけのたまごにいちゃん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

とおくがみえるね、ムーミントロール トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E ﾄｸ


