
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろしブック　ｖｏｌ．９ 『このミステリーがすごい！』編集部／編 宝島社 F 9

武道館 朝井　リョウ／著 文藝春秋 F ｱｻ

地下水路の夜 阿刀田　高／著 新潮社 F ｱﾄ

遅咲き冒険者（エクスプローラー）　２ 安登　恵一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾄ 2

テノヒラ幕府株式会社 安藤　祐介／著 講談社 F ｱﾝ

還暦シェアハウス 泉　麻人／著 中央公論新社 F ｲｽﾞ

イニシエーション・ラブ 乾　くるみ／著 原書房 F ｲﾇ

鷹ノ目 犬飼　六岐／著 文藝春秋 F ｲﾇ

ミツハの一族 乾　ルカ／著 東京創元社 F ｲﾇ

志士の峠 植松　三十里／著 中央公論新社 F ｳｴ

福家警部補の追及 大倉　崇裕／著 東京創元社 F ｵｵ

透明人間は２０４号室の夢を見る 奥田　亜希子／著 集英社 F ｵｸ

持たざる者 金原　ひとみ／著 集英社 F ｶﾈ

五十坂家の百年 斉木　香津／著 中央公論新社 F ｻｲ

虹猫喫茶店 坂井　希久子／著 祥伝社 F ｻｶ

偽装 笹本　稜平／著 双葉社 F ｻｻ

ヒア・カムズ・ザ・サン 小路　幸也／著 集英社 F ｼﾖ

明日の色 新野　剛志／著 講談社 F ｼﾝ

革命前夜 須賀　しのぶ／著 文藝春秋 F ｽｶﾞ

ふたり姉妹 瀧羽　麻子／著 祥伝社 F ﾀｷ

捕獲屋カメレオンの事件簿 滝田　務雄／著 祥伝社 F ﾀｷ

歪んだ蝸牛 田中　経一／著 幻冬舎 F ﾀﾅ

ハケンアニメ！ 辻村　深月／著 マガジンハウス F ﾂｼﾞ

世界はゴ冗談 筒井　康隆／著 新潮社 F ﾂﾂ

ヒポクラテスの誓い 中山　七里／著 祥伝社 F ﾅｶ

マッサン　下 羽原　大介／作 ＮＨＫ出版 F ﾅｶ 2

「ななつ星」極秘作戦 西村　京太郎／著 文藝春秋 F ﾆｼ

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集　４５ 西村　京太郎／著 徳間書店 F ﾆｼ 45

鳥辺野心中 花房　観音／著 光文社 F ﾊﾅ

晴れ女の耳 東　直子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋｶﾞ

ボクの妻と結婚してください。 樋口　卓治／著 講談社 F ﾋｸﾞ

天下　上・下 火坂　雅志／著 日本経済新聞出版社 F ﾋｻ

界 藤沢　周／著 文藝春秋 F ﾌｼﾞ

茅原家の兄妹 藤谷　治／著 講談社 F ﾌｼﾞ

女たち三百人の裏切りの書 古川　日出男／著 新潮社 F ﾌﾙ

長良川 松田　悠八／著 作品社 F ﾏﾂ

あぶない叔父さん 麻耶　雄嵩／著 新潮社 F ﾏﾔ

冷たい手 水生　大海／著 光文社 F ﾐｽﾞ

過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾔ

コンビニたそがれ堂セレクション 村山　早紀／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

四季彩のサロメまたは背徳の省察 森　晶麿／著 早川書房 F ﾓﾘ

マインド・クァンチャ 森　博嗣／著 中央公論新社 F ﾓﾘ



日本の小説 狼のようなイルマ 結城　充考／著 祥伝社 F ﾕｳ

闘鬼斎藤一 吉川　永青／著 ＮＨＫ出版 F ﾖｼ

森は知っている 吉田　修一／著 幻冬舎 F ﾖｼ

外国の小説 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ／著 早川書房 933 ｲｼ

誰でもない彼の秘密 マイケラ・マッコール／著 東京創元社 933 ﾏﾂ

紙の動物園 ケン・リュウ／著 早川書房 933 ﾘﾕ

文庫本 火星の人 アンディ・ウィアー／著 早川書房 B 933 ｳｲ

獣たちの墓 ローレンス・ブロック／著 二見書房 B 933 ﾌﾞﾛ

わたしが眠りにつく前に ＳＪ．ワトソン／著 ヴィレッジブックス B 933 ﾜﾄ

迷宮捜査 緒川　怜／著 光文社 B F ｵｶﾞ

双界幻幽伝　〔１３ 木村　千世／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｷﾑ 13

梟の裂く闇 鈴木　英治／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｽｽﾞ

総合 パソコン入門５冊分！パソコン＆Ｗｉｎｄｏｗｓ７ 飯島　弘文／著 技術評論社 007

パソコン入門５冊分！Ｗｉｎｄｏｗｓ　８．１ 飯島　弘文／著 技術評論社 007

ソトコト　２０１３年５月号（通巻１６７号） 木楽舎 016

子どもと読みたい絵本２００ 洋泉社 019

世界を変えた１００の本の歴史図鑑 ロデリック・ケイヴ／著 原書房 020

哲学 カルマからの卒業 はせくら　みゆき／著 ヒカルランド 147

「宇宙銀行」から好きなだけお金を引き出す方法 佳川　奈未／著 ヒカルランド 159

結果を出せる人になる！「すぐやる脳」のつくり方 茂木　健一郎／著 学研パブリッシング 159

５０代から人生を楽しむ人、後悔する人 『ＰＨＰ』編集部／編 ＰＨＰ研究所 159

潜在意識をとことん使いこなす Ｃ．ジェームス・ジェンセン／著 サンマーク出版 159

「めんどくさい」がなくなる本 鶴田　豊和／著 フォレスト出版 159

歴史 もういちど読む山川世界現代史 木谷　勤／著 山川出版社 209

歴史好きのための古文書入門 高尾　善希／著 柏書房 210.0

ナポレオンに背いた「黒い将軍」 トム・リース／著 白水社 289 ﾃﾞﾕ

医師と行く諦めていた夢が叶う旅 坂本　泰樹／著 幻冬舎メディアコンサルティング 290

くるり丹波・篠山＋福知山・綾部・京丹波・南丹 ウエストプラン／編著 西日本出版社 291

日本史が面白くなる京都「地名」の秘密 八幡　和郎／著 洋泉社 291

るるぶ広島宮島　’１５ ＪＴＢパブリッシング 291

空飛ぶ円盤が墜落した町へ 佐藤　健寿／著 河出書房新社 B 295

社会科学 「正義」の嘘 櫻井　よしこ／著 産経新聞出版 304

それでもボクは会議で闘う 周防　正行／著 岩波書店 327

円崩壊 浅井　隆／著 第二海援隊 332

株しかない 阿部　修平／著 幻冬舎 338

株は１年に２回だけ売買する人がいちばん儲かる 伊藤　智洋／著 日本実業出版社 338

これから５年　株は「買い」で決まり！！ 杉村　富生／著 すばる舎 338

「熱狂なき株高」で踊らされる日本 副島　隆彦／著 徳間書店 338

家計のプロ直伝！ふるさと納税新活用術 前野　彩／著 マキノ出版 345

金融パニック 逢沢　明／著 かんき出版 347

ドイツ大使も納得した、日本が世界で愛される理由 フォルカー・シュタンツェル／著 幻冬舎 361

これで解決。働くママが必ず悩む３６のこと 毛利　優子／著 日本実業出版社 366

わくわく・楽しいパネルシアター 浦中　こういち／著 ナツメ社 376

ジェロニモたちの方舟 今福　龍太／著 岩波書店 389

自然科学 統計学の図鑑 涌井　良幸／著 技術評論社 417

星降る絶景 沼澤　茂美／著 誠文堂新光社 440

鉱物レシピ さとう　かよこ／著 グラフィック社 459

動物たちは何を考えている？ 藤田　和生／編著 技術評論社 481



自然科学 昆虫の描き方 盛口　満／著 東京大学出版会 486

昆虫の擬態 海野　和男／著 誠文堂新光社 486

虫の呼び名事典 森上　信夫／写真・文 世界文化社 486

うつ病の毎日ごはん 功刀　浩／著 女子栄養大学出版部 493

ちいさい・おおきい　よわい・つよい　Ｎｏ．１０５ 桜井　智恵子／編集代表 ジャパンマシニスト社 498

老けない人は何を食べているのか 森　由香子／著 青春出版社 498

瞑想トレーニングで人生が変わる ビクター・ダヴィッチ／著 ダイヤモンド社 498

技術 水素社会の到来核融合への夢 ニュートンプレス 501

長もちの科学 日刊工業新聞社 502

日本のものづくり遺産 山川出版社 502

一生に一度は泊まってみたい奇想天外ホテル ディミトリス・コッタス／著 エクスナレッジ 526

日本の名作住宅の間取り図鑑 大井　隆弘／著 エクスナレッジ 527

生活用品の化学が一番わかる 武田　徳司／著 技術評論社 570

ａ　ｓｕｎｎｙ　ｓｐｏｔ女の子のシンプルでかわいい服 村田　繭子／著 日本ヴォーグ社 593

女の子のよそゆき服 かわい　きみ子／著 为婦と生活社 593

好きな布で自分だけの服作り 杉本　伸子／著 文化学園文化出版局 593

手ぬいで作るきものリフォーム 高橋　恵美子／著 日東書院本社 593

七緒　ｖｏｌ．４１ プレジデント社 593

まっすぐ縫うだけで、ほめられ服 新星出版社編集部／編 新星出版社 593

まいにち布ぞうり 蔭山　はるみ／著 日本ヴォーグ社 593

ステッチイデー　ＶＯＬ．２１ 日本ヴォーグ社 594

ジャースムージー＆サラダ ＷＯＯＮＩＮ／著 为婦の友社 596

おかたづけ育、はじめました。 Ｅｍｉ／著 大和書房 597

この１冊であんしんはじめての幼児食事典 牧野　直子／監修・料理 朝日新聞出版 599

この１冊であんしんはじめての離乳食事典 上田　玲子／監修 朝日新聞出版 599

産業 野菜のかんたん水耕栽培 吉川　泰正／著 ブティック社 626

ローズレッスン１２か月Ｑ＆Ａ 小山内　健／著 ＮＨＫ出版 627

モモンガ飼いになる モモンガ好き編集部／編 誠文堂新光社 645

芸術 日本美術全集　１８ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 18

漂流郵便局 久保田　沙耶／著 小学館 710

かわいい絵巻 上野　友愛／著 東京美術 721

ペイントクラフトデザインズ　Ｖｏｌ．９ 日本ヴォーグ社 724

絵本をつくりたい人へ 土井　章史／著 玄光社 726

絵本の絵を読み解く 杉浦　範茂／著・ブックデザイン 読書サポート 726

水木しげる漫画大全集　００４ 水木　しげる／著 講談社 726 4

水木しげる漫画大全集　０９７ 水木　しげる／著 講談社 726 97

ディック・ブルーナ 平凡社 726 ﾌﾞﾙ

キャパへの追走 沢木　耕太郎／著 文藝春秋 740 ｷﾔ

いろの風景　花と木 野呂　希一／著 青菁社 748

いろの風景　空と水 野呂　希一／著 青菁社 748

野の花の立体切り紙　西洋編 やまもと　えみこ／著 誠文堂新光社 754

はじめましょ！ＰＰバンドで作るプラかごと小物 古木　明美／著 ブティック社 754

嵐、ブレイク前夜 元「嵐」側近スタッフ一同／著 为婦と生活社 767

芸能界蛭子目線 蛭子　能収／著 竹書房 770

名作アニメの風景５０ パイインターナショナル 778

頂点への道 錦織　圭／著 文藝春秋 783 ﾆｼ

自転車の教科書　身体の使い方編 堂城　賢／著 小学館 786

超はじめてのロードバイク 辰巳出版 786



脳が目覚める！けん玉レッスン 白澤　卓二／監修 为婦と生活社 798

言語 これから論文を書く若者のために 酒井　聡樹／著 共立出版 816

文学 人生の節目で読んでほしい短歌 永田　和宏／著 ＮＨＫ出版 911

余命 五木　寛之／著 祥伝社 914 ｲﾂ

文学の淵を渡る 大江　健三郎／著 新潮社 914 ｵｵ

二人の親を見送って 岸本　葉子／著 中央公論新社 914 ｷｼ

トットひとり 黒柳　徹子／著 新潮社 914 ｸﾛ

孫物語 椎名　誠／著 新潮社 914 ｼｲ

一〇三歳になってわかったこと 篠田　桃紅／著 幻冬舎 914 ｼﾉ

随想春夏秋冬 宮城谷　昌光／著 新潮社 914 ﾐﾔ

よれよれ肉体百科 群　ようこ／著 文藝春秋 914 ﾑﾚ

日本文学全集　２０ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 20

児童書（読物） あの世からのバトンリレー 木暮　正夫／編 岩崎書店 F

怪奇スープをめしあがれ 木暮　正夫／編 岩崎書店 F

恐怖の人食い観覧車 木暮　正夫／編 岩崎書店 F

のろわれた携帯メール 木暮　正夫／編 岩崎書店 F

プールで死者がよんでいる 木暮　正夫／編 岩崎書店 F

マジックショーは死のかおり 木暮　正夫／編 岩崎書店 F

ゆうれいねずみがささやいた 木暮　正夫／編 岩崎書店 F

おうだんほどうのムッシュトマーレ 香坂　直／作 小学館 F ｺｳ

ぼくの、ひかり色の絵の具 西村　すぐり／作 ポプラ社 F ﾆｼ

雨ふる本屋 日向　理恵子／作 童心社 F ﾋﾅ

雨ふる本屋の雨ふらし 日向　理恵子／作 童心社 F ﾋﾅ

夏の朝 本田　昌子／著 福音館書店 F ﾎﾝ

ねこの風つくり工場 みずの　よしえ／作 偕成社 F ﾐｽﾞ

あしたあさってしあさって もりやま　みやこ／作 小峰書店 F ﾓﾘ

仮面の街 ウィリアム・アレグザンダー／著 東京創元社 933 ｱﾚ

ぼろイスのボス ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 徳間書店 933 ｼﾞﾖ

タイムライダーズ　２－１・２ アレックス・スカロウ／作 小学館 933 ｽｶ

ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン／著 あすなろ書房 933 ﾎﾌﾟ

希望の海へ マイケル・モーパーゴ／作 評論社 933 ﾓﾊﾟ

ガフールの勇者たち　特別編 キャスリン・ラスキー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ﾗｽ

動物病院のマリー　５ タチアナ・ゲスラー／著 学研教育出版 943 ｹﾞｽ 5

ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ・ウォルツ／作 フレーベル館 949 ｳｵ

児童書（知識） むのたけじ１００歳のジャーナリストからきみへ　学ぶ むの　たけじ／著 汐文社 159

おじいちゃんが孫に語る戦争 田原　総一朗／作 講談社 210

アンコール・ワットのサバイバル　２ 洪　在徹／文 朝日新聞出版 223 2

ドラえもん社会ワールド憲法って何だろう 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 323

命を救われた捨て犬夢之丞 今西　乃子／著 金の星社 369

しっかり身につくマナー絵本 汐見　稔幸／監修 成美堂出版 385

これはなんのようちゅうかな？ 学研教育出版 486

本当に怖いスマホの話 遠藤　美季／監修 金の星社 694

本物そっくり！昆虫の立体切り紙 今森　光彦／著 日本ヴォーグ社 754

レジェンド！ 城島　充／著 講談社 784 ｶｻ

おどる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ　みつこ／編 冨山房インターナショナル 911

ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山　さやか／著 金の星社 916 ｸﾘ

絵本 くろいながい おくはら　ゆめ／作 あかね書房 E ｱｶ

だれかさん 今森　光彦／切り絵 アリス館 E ｱﾘ



絵本 ぼくはうちゅうじん 中川　ひろたか／ぶん アリス館 E ｱﾘ

えかきのチャーリーひみつのかべ 穂高　順也／文 イースト・プレス E ｲｽ

いなかのネズミとまちのネズミ イソップ／原作 岩崎書店 E ｲﾜ

ウサギとカメ イソップ／原作 岩崎書店 E ｲﾜ

オオカミがきた イソップ／原作 岩崎書店 E ｲﾜ

きたかぜとたいよう イソップ／原作 岩崎書店 E ｲﾜ

ライオンとネズミ イソップ／原作 岩崎書店 E ｲﾜ

つきよのくろてん 手島　圭三郎／絵・文 絵本塾出版 E ｴﾎ

このひもなあに？ みわ／作 沖縄タイムス社 E ｵｷ

ハテナはかせのへんてこいきものずかん ザ・キャビンカンパニー／作・絵 偕成社 E ｶｲ

むしプロ 山本　孝／作絵 教育画劇 E ｷﾖ

ゆでたまごひめとみーとどろぼーる 苅田　澄子／さく 教育画劇 E ｷﾖ

バナナをもって 浦中　こういち／作 クレヨンハウス E ｸﾚ

くろずみ小太郎旅日記　その８ 飯野　和好／作 クレヨンハウス E ｸﾚ 8

ショコラちゃんはおはなやさん 中川　ひろたか／ぶん 講談社 E ｺｳ

すすめ！ふたごちゃん もとした　いづみ／さく 佼成出版社 E ｺｳ

おほしさま、きえちゃった ハンナ・カミング／さく コスモピア E ｺｽ

ちいさなちいさな ニコラ・デイビス／文 ゴブリン書房 E ｺﾞﾌﾞ

スノーベアとであったひ サイード／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

えほん障害者権利条約 ふじい　かつのり／作 汐文社 E ﾁﾖ

世界でいちばんすばらしいもの ヴィヴィアン・フレンチ／文 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

あか　き　あお　みどり ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌｸ

いそがしいよる さとう　わきこ／さく・え 福音館書店 E ﾌｸ

おつかい さとう　わきこ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

おにぎり 平山　英三／ぶん 福音館書店 E ﾌｸ

おふろだいすき 松岡　享子／作 福音館書店 E ﾌｸ

カワと７にんのむすこたち アマンジ・シャクリー／文 福音館書店 E ﾌｸ

がちゃがちゃどんどん 元永　定正／さく 福音館書店 E ﾌｸ

きょだいなきょだいな 長谷川　摂子／作 福音館書店 E ﾌｸ

ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

しんせつなともだち 方　軼羣／作 福音館書店 E ﾌｸ

たからさがし 中川　李枝子／さく 福音館書店 E ﾌｸ

ねずみのおいしゃさま なかがわ　まさふみ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

はる　なつ　あき　ふゆ ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌｸ

ふるやのもり 瀬田　貞二／再話 福音館書店 E ﾌｸ

マトリョーシカちゃん 加古　里子／ぶん・え 福音館書店 E ﾌｸ

バナナ 斎藤　雅緒／絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

にんじゃつばめ丸 市川　真由美／文 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

ちっちゃなねずみくん なかえ　よしを／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

アブナイおふろやさん 山本　孝／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

祇園精舎 山本　孝／絵 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

紙芝居 アイスくん 山福　朱実／作　絵 教育画劇 K

きんいろのおくりもの 植垣　歩子／作　絵 教育画劇 K

じゃがいもコロコロ くすみ　まさゆき／作　画 教育画劇 K

だんごとだいふくなにからできてるの？ 平田　昌広／作 教育画劇 K

とうふこぞうとなっとうむすめ たごもり　のりこ／作　絵 教育画劇 K

へんしんおでん 青山　友美／作　絵 教育画劇 K


