
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 １００万分の１回のねこ 江國　香織／著 講談社 F

つまをめとらば 青山　文平／著 文藝春秋 F ｱｵ

泥棒教室は今日も満員 赤川　次郎／著 徳間書店 F ｱｶ

ゆらやみ あさの　あつこ／著 新潮社 F ｱｻ

遅咲き冒険者（エクスプローラー）　３ 安登　恵一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾄ 3

花燃ゆ　２ 大島　里美／作 ＮＨＫ出版 F ｲｶﾞ 2

悪声 いしい　しんじ／著 文藝春秋 F ｲｼ

奇縁七景 乾　ルカ／著 光文社 F ｲﾇ

梟のシエスタ 伊与原　新／著 光文社 F ｲﾖ

太閤の巨いなる遺命 岩井　三四二／著 講談社 F ｲﾜ

私の恋人 上田　岳弘／著 新潮社 F ｳｴ

幽霊塔 江戸川　乱歩／著 岩波書店 F ｴﾄﾞ

極悪専用 大沢　在昌／著 文藝春秋 F ｵｵ

たすけて、おとうさん 大岡　玲／著 平凡社 F ｵｵ

分解日記 大山　淳子／著 講談社 F ｵｵ

太陽は気を失う 乙川　優三郎／著 文藝春秋 F ｵﾄ

十号室 加藤　元／著 光文社 F ｶﾄ

２．４３　ｆｉｒｓｔ　ｓｅａｓｏｎ 壁井　ユカコ／著 集英社 F ｶﾍﾞ 1

救済のゲーム 河合　莞爾／著 新潮社 F ｶﾜ

人魚ノ肉 木下　昌輝／著 文藝春秋 F ｷﾉ

抱く女 桐野　夏生／著 新潮社 F ｷﾘ

ザ・原発所長　上・下 黒木　亮／著 朝日新聞出版 F ｸﾛ

考えられないこと 河野　多惠子／著 新潮社 F ｺｳ

豹変 今野　敏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾝ

ウィメンズマラソン 坂井　希久子／著 角川春樹事務所 F ｻｶ

強襲 笹本　稜平／著 徳間書店 F ｻｻ

ギャラリスト 里見　蘭／著 中央公論新社 F ｻﾄ

下山事件　暗殺者たちの夏 柴田　哲孝／著 祥伝社 F ｼﾊﾞ

怪獣の夏はるかな星へ 小路　幸也／著 筑摩書房 F ｼﾖ

白の皇国物語　１４ 白沢　戌亥／著 アルファポリス F ｼﾗ 14

工作名カサンドラ 曽根　圭介／著 朝日新聞出版 F ｿﾈ

七夕の雨闇 高田　崇史／著 新潮社 F ﾀｶ

おいしいものと恋のはなし 田辺　聖子／著 世界文化社 F ﾀﾅ

家族スクランブル 田丸　雅智／著 小学館 F ﾀﾏ

日付変更線　上・下 辻　仁成／著 集英社 F ﾂｼﾞ

院内カフェ 中島　たい子／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ

星球 中澤　日菜子／著 講談社 F ﾅｶ

冥途あり 長野　まゆみ／著 講談社 F ﾅｶﾞ

ちょうかい 仁木　英之／著 小学館 F ﾆｷ

砂の王宮 楡　周平／著 集英社 F ﾆﾚ

屋上のウインドノーツ 額賀　澪／著 文藝春秋 F ﾇｶ

ヒトリコ 額賀　澪／著 小学館 F ﾇｶ



日本の小説 波止場にて 野中　柊／著 新潮社 F ﾉﾅ

怪盗グリフィン対ラトウィッジ機関 法月　綸太郎／著 講談社 F ﾉﾘ

ロック・オブ・モーゼス 花村　萬月／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾅ

天空の蜂 東野　圭吾／著 講談社 F ﾋｶﾞ

ライオンの歌が聞こえる 東川　篤哉／著 祥伝社 F ﾋｶﾞ

ベトナムの桜 平岩　弓枝／著 毎日新聞出版 F ﾋﾗ

鵺の家 廣嶋　玲子／著 東京創元社 F ﾋﾛ

ミステリー・アリーナ 深水　黎一郎／著 原書房 F ﾌｶ

私情対談 藤崎　翔／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ

異界の魔術士　無敵の留学生　１ ヘロー天気／著 アルファポリス F ﾍﾛ 1

ダィテス領攻防記　５ 牧原　のどか／著 アルファポリス F ﾏｷ 5

スパイラル 真山　仁／著 ダイヤモンド社 F ﾏﾔ

あの家に暮らす四人の女 三浦　しをん／著 中央公論新社 F ﾐｳ

リヴィジョンＡ 未須本　有生／著 文藝春秋 F ﾐｽ

エクソダス症候群 宮内　悠介／著 東京創元社 F ﾐﾔ

オールド・テロリスト 村上　龍／著 文藝春秋 F ﾑﾗ

アノニマス・コール 薬丸　岳／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔｸ

ゲート　外伝＋特地迷宮攻略編 柳内　たくみ／著 アルファポリス F ﾔﾅ

幽霊なんて怖くない 山本　弘／著 東京創元社 F ﾔﾏ

外国の小説 歩道橋の魔術師 呉　明益／著 白水社 923 ｺﾞ

独りでいるより優しくて イーユン・リー／著 河出書房新社 933 ﾘ

堕天使（アザゼル）殺人事件 ボリス・アクーニン／著 岩波書店 983 ｱｸ

子供時代 リュドミラ・ウリツカヤ／著 新潮社 983 ｳﾘ

文庫本 チャイルド４４　上・下 トム・ロブ・スミス／著 新潮社 B 933 ｽﾐ

婚活刑事（デカ）　１～３ 安道　やすみち／著 アミューズメントメディア総合学院ＡＭＧ出版 B F ｱﾝ 1

恋と悪魔と黙示録　６ 糸森　環／著 一迅社 B F ｲﾄ 6

エイジハラスメント 内館　牧子／著 幻冬舎 B F ｳﾁ

新約とある魔術の禁書目録（インデックス）　７ 鎌池　和馬／著 アスキー・メディアワークス B F ｶﾏ 7

川の名前 川端　裕人／著 早川書房 B F ｶﾜ

旅のラゴス 筒井　康隆／著 新潮社 B F ﾂﾂ

通夜の情事 藤田　宜永／著 新潮社 B F ﾌｼﾞ

探偵の探偵　１～３ 松岡　圭祐／著 講談社 B F ﾏﾂ

総合 頭は「本の読み方」で磨かれる 茂木　健一郎／著 三笠書房 019

こわい絵本 平凡社 019

哲学 限りなく黒に近いグレーな心理術（メンタリズム） ＤａｉＧｏ／著 青春出版社 140

蛭子能収のゆるゆる人生相談 蛭子　能収／著 光文社 159

歴史 第二次世界大戦１９３９－４５　中 アントニー・ビーヴァー／著 白水社 209

岩波講座日本歴史　第５巻 大津　透／編集委員 岩波書店 210.0

戦国武将の選択 本郷　和人／著 産経新聞出版 210.4

昭和天皇实録　第１・第２ 東京書籍 288 ｼﾖ

吉沢久子９７歳のおいしい台所史 吉沢　久子／著 集英社 289 ﾖｼ

社会科学 ポスト資本主義 広井　良典／著 岩波書店 304

さらば、ヘイト本！ 大泉　实成／著 ころから 316

ローマ法王に米を食べさせた男 高野　誠鮮／著 講談社 318

戦場ぬ止（とぅどぅ）み 三上　智恵／著 大月書店 319

株、株、株！もう買うしかない 朝倉　慶／著 徳間書店 338

株価上昇はまだまだ続く！ 長谷川　慶太郎／著 李白社 338

友だちリクエストの返事が来ない午後 小田嶋　隆／著 太田出版 361

介護保険と階層化・格差化する高齢者 水野　博達／著 明石書店 364



社会科学 下流老人 藤田　孝典／著 朝日新聞出版 367

男性漂流 奥田　祥子／著 講談社 367

老後破産 ＮＨＫスペシャル取材班／著 新潮社 367

椅子に腰かけたままでできるシニアのための脳トレ体操＆ストレッチ体操 斎藤　道雄／著 名古屋：黎明書房 369

自然科学 数学ミステリーの冒険 イアン・スチュアート／著 ＳＢクリエイティブ 410

里山のつる性植物 谷川　栄子／著 ＮＨＫ出版 470

きらめく甲虫 丸山　宗利／著 幻冬舎 486

虫の虫 養老　孟司／著 廣済堂出版 486

死ぬまでに見たい！絶景のシロクマ エクスナレッジ 489

ウルトラ図解うつ病 野村　総一郎／監修 法研 493

親の認知症に気づいたら読む本 杉山　孝博／監修 主婦の友社 493

子どものうつがわかる本 下山　晴彦／監修 主婦の友社 493

最初に知っておきたい認知症 杉山　孝博／著 新日本出版社 493

図解心筋梗塞・狭心症を予防する！最新治療と正しい知識 三田村　秀雄／監修 日東書院本社 493

変形性ひざ関節症の痛みを治す４週間プログラム 黒田　恵美子／監修 主婦の友社 494

いい歯医者　２０１５ 朝日新聞出版 497

ちいさい・おおきい　よわい・つよい　Ｎｏ．１０６ 桜井　智恵子／編集代表 ジャパンマシニスト社 498

技術 ＺＡＫＫＡ　ＢＯＯＫ　Ｎｏ．５３ 主婦と生活社 589

荻原博子のどんと来い、老後！ 荻原　博子／著 毎日新聞出版 591

銀行員しか知らない元手０円から無理なく１，０００万円貯める技術 長岐　隆弘／監修 宝島社 591

ＤＩＹでできる！アイアンワーク入門 学研パブリッシング 592

フリマやネットでどんどん売れる！簡単＆可愛い手作り雑貨６４ 主婦と生活社 594

産業 かわいいミニ・プランツたち 主婦の友社／編 主婦の友社 627

芸術 日本美術全集　８ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 8

日本画名作から読み解く技法の謎 東京藝術大学大学院保存修復日本画研究室／監修 世界文化社 724

脳の右側で描け ベティ・エドワーズ／著 河出書房新社 724

読むだけで絵がうまくなる本 山田　雅夫／著 自由国民社 725

さんぱつやきょうこさん 長谷川　義史／作 光村図書出版 726

水木しげる漫画大全集　０１７ 水木　しげる／著 講談社 726 17

私の八月十五日　２ 今人舎 726 2

水木しげる漫画大全集　０３５ 水木　しげる／著 講談社 726 35

百歳の力 篠田　桃紅／著 集英社 728 ｼﾉ

新聞紙とガムテープでつくって遊ぼう！ 関口　光太郎／著 講談社 750

音楽という〈真实〉 新垣　隆／著 小学館 762 ﾆｲ

童謡はどこへ消えた 服部　公一／著 平凡社 767

観るまえに読む大修館スポーツルール　２０１５ 大修館書店編集部／編集 大修館書店 780 15

知っておきたい！グラウンド・ゴルフルール編 朝井　正教／著 ベースボール・マガジン社 783

スカッシュ上達テクニック 松井　千夏／著 实業之日本社 783

ラクロス強化計画 田中　滋／著 東邦出版 783

季節のなめこ図鑑　雨・四季編 Ｂｅｅｗｏｒｋｓ／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 798

季節のなめこ図鑑　欧州・北米編 Ｂｅｅｗｏｒｋｓ／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 798

季節のなめこ図鑑　雪・恋・花編 Ｂｅｅｗｏｒｋｓ／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 798

言語 实例大人の基本手紙書き方大全 中川　越／著 講談社 816

英単語記憶術 岩田　一男／著 筑摩書房 B 834

文学 最後の詩集 長田　弘／著 みすず書房 911



文学 まるむし帳 さくら　ももこ／著 集英社 B 911

ひんやりと、甘味 阿川　佐和子／ほか著 河出書房新社 914

十字路が見える 北方　謙三／著 新潮社 914 ｷﾀ

負けない力 橋本　治／著 大和書房 914 ﾊｼ

日本文学全集　０２ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 2

児童書（読物） ほねほねザウルス　１４ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F 14

ジャレットのきらきら魔法 あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ

死神うどんカフェ１号店　５杯目 石川　宏千花／著 講談社 F ｲｼ 5

大きくなったら、なにになる？ 大海　赫／作・絵 復刊ドットコム F ｵｵ

どろぼうのどろぼん 斉藤　倫／著 福音館書店 F ｻｲ

新ちゃんがないた！ 佐藤　州男／作 文研出版 F ｻﾄ

加代の四季 岩崎書店 F ｽｷﾞ

小さな町の風景 杉　みき子／著 偕成社 F ｽｷﾞ

ぼくらの魔女戦記　１ 宗田　理／作 ポプラ社 F ｿｳ 1

スプーン王子のぼうけん 竹下　文子／作 鈴木出版 F ﾀｹ

夏休みの秘密の友だち 富安　陽子／著 偕成社 F ﾄﾐ

３＋６の夏 中澤　晶子／作 汐文社 F ﾅｶ

サッカク探偵団 藤江　じゅん／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ

ただいまおばけとりょこうちゅう！ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

ほうきにのれない魔女 茂市　久美子／作 ポプラ社 F ﾓｲ

７分間でゾッとする７つの話 山口　タオ／著 講談社 F ﾔﾏ

赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野　万理子／著 講談社 F ﾖｼ

すし食いねえ 吉橋　通夫／著 講談社 F ﾖｼ

スモーキー山脈からの手紙 バーバラ・オコーナー／作 評論社 933 ｵｺ

サッカーの神様 メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

フェアリー・ガールズ　５ キキ・ソープ／作 ポプラ社 933 ｿﾌﾟ 5

児童書（知識） １０歳の質問箱 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会／編 小学館 159

自由のたびびと南方熊楠 三田村　信行／作 ＰＨＰ研究所 289 ﾐﾅ

にっぽんのおにぎり 白央　篤司／著 理論社 383

みんなが知りたい！日本のユネスコ無形文化遺産がわかる本 カルチャーランド／著 メイツ出版 386

現役東大生による頭がよくなる实験・工作 小幡　哲士／著 エネルギーフォーラム 407

だいすきスイーツで自由研究 盛口　満／監修 主婦と生活社 407

でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ实験 米村　でんじろう／監修 主婦と生活社 407

星と星座 渡部　潤一／監修 講談社 443

サンゴの海 長島　敏春／写真・文 偕成社 455

ありがとう实験動物たち 太田　京子／著 岩崎書店 480

へんないきものすいぞくかんナゾの１日 松橋　利光／写真 アリス館 480

虫から環境を考える　３ 偕成社 486 3

あわふきむし 藤丸　篤夫／しゃしん そうえん社 486

ぜんぶわかる！カイコ 新開　孝／著 ポプラ社 486

タンチョウのきずな 久保　敬親／写真と文 小学館 488

ノグチゲラの親子 渡久地　豊／写真と文 小学館 488

わたしのカラス研究 柴田　佳秀／著 さ・え・ら書房 488

天井からジネズミ 佐伯　元子／文 学研教育出版 489

川は生きている 富山　和子／作 講談社 517

１００年後の水を守る 橋本　淳司／著 文研出版 517

あなたが世界を変える日 セヴァン・カリス＝スズキ／著 学陽書房 519

見学！日本の大企業カルビー こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 588



児童書（知識） 熱帯雨林のコレクション 横塚　眞己人／写真・文 フレーベル館 653

手塚治虫 国松　俊英／文 ポプラ社 726 ﾃｽﾞ

ユージン・スミス 土方　正志／著 偕成社 740 ｽﾐ

おもしろこども工作大集合 ブティック社 750

しかけがおもしろい貯金箱 ブティック社 750

わくわくさんのこども工作 久保田　雅人／著 ブティック社 750

親子で学ぶサッカー世界図鑑 サッカー新聞エル・ゴラッソ編集部／編 スクワッド 783

試合で勝てる！小学生のドッジボール上達のコツ 都竹　真有美／監修 メイツ出版 783

モノの数え方えほん 町田　健／監修 日本図書センター 815

読書感想文書き方ドリル　２０１５ 大竹　稽／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 816 15

樋口一葉 真鍋　和子／著 講談社 910 ﾋｸﾞ

雲の窓 武鹿　悦子／著 大日本図書 911

まめつぶうた まど　みちお／作 理論社 911

絵本 おばけバースデイ 佐々木　マキ／作 絵本館 E ｴﾎ

すごいサーカス 古内　ヨシ／作 絵本館 E ｴﾎ

チンチンボンボさん 室井　滋／文 絵本館 E ｴﾎ

ふとんちゃん きむら　よしお／作 絵本館 E ｴﾎ

地球パラダイス 工藤　直子／詩 偕成社 E ｶｲ

月夜のバス 杉　みき子／作 偕成社 E ｶｲ

ぼくのしょうぼうしゃ 竹下　文子／作 偕成社 E ｶｲ

ロールパンバス モカ子／さく・え 教育画劇 E ｷﾖ
映画ひつじのショーン　バック・トゥ・ザ・ホーム　ティミーまちへいく アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ
映画ひつじのショーン　バック・トゥ・ザ・ホーム　ひつじたちだいとかいへいく アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

あひる 石川　えりこ／作 くもん出版 E ｸﾓ

おばけイカにきをつけろ　おとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ／作 クレヨンハウス E ｸﾚ

とびたいぶたですよ モー・ウィレムズ／作 クレヨンハウス E ｸﾚ

えほんはりねずみのルーチカ かんの　ゆうこ／文 講談社 E ｺｳ

ショコラちゃんはおいしゃさん 中川　ひろたか／ぶん 講談社 E ｺｳ

たとえば、せかいがゴロゴロだったら 高畠　那生／作 講談社 E ｺｳ

はらぺこソーダくん 岩田　明子／著 佼成出版社 E ｺｳ

きもち ジャナン・ケイン／さく 少年写真新聞社 E ｼﾖ

パンやのろくちゃん　なつだよ！ 長谷川　義史／作 小学館 E ｼﾖ

わかるかな？ ふじわら　こういち／しゃしん・ぶん 新日本出版社 E ｼﾝ

どどどーんぱっ！ とよた　かずひこ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

どっしーん！ 岩田　明子／ぶん・え 大日本図書 E ﾀﾞｲ

杉原千畝と命のビザ　自由への道 ケン・モチヅキ／作 汐文社 E ﾁﾖ

きをつけて　１～３ 五味　太郎／さく 童心社 E ﾄﾞｳ

ぼくからみると 高木　仁三郎／ぶん のら書店 E ﾉﾗ

かもめたくはいびん いしい　ひろし／著 白泉社 E ﾊｸ

キリンのセラフィナ ロラン・ド・ブリュノフ／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

いちにちむかしばなし ふくべ　あきひろ／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

わるものにさらわれたおひめさまをたすけだそう！ 新井　洋行／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

そらとぶてっぱん 岡田　よしたか／作・絵 ひかりのくに E ﾋｶ

明けない夜はないから 宮城県の子どもたち＋荒井良二／絵 フェリシモ E ﾌｴ

いのりの石 こやま　峰子／文 フレーベル館 E ﾌﾚ

江戸の妖怪一座 青山　邦彦／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

いのししくんおばけへいきだもん きむら　ゆういち／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

うさぎちゃんともだちできた きむら　ゆういち／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ



絵本 ウマソウのピョンピョンピョーン みやにし　たつや／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おばけのてんぷら せな　けいこ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

およげないさかな せな　けいこ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ねずみくんぼくもできるよ！ きむら　ゆういち／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ひつじちゃんみんなにいいおかお きむら　ゆういち／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ペンちゃんギンちゃんおおきいのをつりたいね！ 宮西　達也／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

クラゲすいぞくかん 村上　龍男／しゃしん ほるぷ出版 E ﾎﾙ

まじょがかぜをひいたらね 高畠　じゅん子／さく 理論社 E ﾘﾛ

紙芝居 カヤネズミのおかあさん キム　ファン／脚本 童心社 K

わし、たわし！ かとう　ようこ／脚本 童心社 K

  


