
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 小川洋子の陶酔短篇箱 小川　洋子／編著 河出書房新社 F

短篇集 柴田　元幸／編 ヴィレッジブックス F

約束の海 山崎　豊子／著 新潮社 F

東京零年 赤川　次郎／著 集英社 F ｱｶ

空棺の烏 阿部　智里／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

姫神 安部　龍太郎／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

炎の塔 五十嵐　貴久／著 祥伝社 F ｲｶﾞ

花燃ゆ　３ 大島　里美／作 ＮＨＫ出版 F ｲｶﾞ 3

珈琲屋の人々 池永　陽／著 双葉社 F ｲｹ

シーアンドシー　３ 糸森　環／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾄ 3

金魚姫 荻原　浩／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｷﾞ

詐騎士　外伝２ かいとーこ／著 アルファポリス F ｶｲ

スカラムーシュ・ムーン 海堂　尊／著 新潮社 F ｶｲ

連鶴 梶　よう子／著 祥伝社 F ｶｼﾞ

トンネルの森１９４５ 角野　栄子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾄﾞ

チェインドッグ 櫛木　理宇／著 早川書房 F ｸｼ

潮の音、空の青、海の詩 熊谷　達也／著 ＮＨＫ出版 F ｸﾏ

記憶破断者 小林　泰三／著 幻冬舎 F ｺﾊﾞ

昨日の海は 近藤　史恵／著 ＰＨＰ研究所 F ｺﾝ

プロフェッション 今野　敏／著 講談社 F ｺﾝ

砂の街路図 佐々木　譲／著 小学館 F ｻｻ

匿名者のためのスピカ 島本　理生／著 祥伝社 F ｼﾏ

夏の裁断 島本　理生／著 文藝春秋 F ｼﾏ

生還者 下村　敦史／著 講談社 F ｼﾓ

熱血教師カオルちゃん 新堂　冬樹／著 角川春樹事務所 F ｼﾝ

悲しみと無のあいだ 青来　有一／著 文藝春秋 F ｾｲ

ＪＵＳＴＩＣＥ 大門　剛明／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀﾞｲ

朝顔の日 高橋　弘希／著 新潮社 F ﾀｶ

富士山噴火 高嶋　哲夫／著 集英社 F ﾀｶ

コロンビア・ゼロ 谷　甲州／著 早川書房 F ﾀﾆ

黒猫の小夜曲（セレナーデ） 知念　实希人／著 光文社 F ﾁﾈ

痴者の食卓 西村　賢太／著 新潮社 F ﾆｼ

水曜日の凱歌 乃单　アサ／著 新潮社 F ﾉﾅ

アンフェアな国 秦　建日子／著 河出書房新社 F ﾊﾀ

なりたい 畠中　恵／著 新潮社 F ﾊﾀ

真昼の心中 坂東　眞砂子／著 集英社 F ﾊﾞﾝ

笑う少年 樋口　有介／著 中央公論新社 F ﾋｸﾞ

あの日、マーラーが 藤谷　治／著 朝日新聞出版 F ﾌｼﾞ



日本の小説 血の弔旗 藤田　宜永／著 講談社 F ﾌｼﾞ

君死に給ふことなかれ 古川　薫／著 幻冬舎 F ﾌﾙ

小説土佐堀川 古川　智映子／著 潮出版社 F ﾌﾙ

スピリット・マイグレーション　５ ヘロー天気／著 アルファポリス F ﾍﾛ 5

１４歳の水平線 椰月　美智子／著 双葉社 F ﾔｽﾞ

弁天の夢 矢野　隆／著 徳間書店 F ﾔﾉ

王とサーカス 米澤　穂信／著 東京創元社 F ﾖﾈ

外国の小説 一時帰還 フィル・クレイ／著 岩波書店 933 ｸﾚ

オルフェオ リチャード・パワーズ／著 新潮社 933 ﾊﾟﾜ

街への鍵 ルース・レンデル／著 早川書房 933 ﾚﾝ

声 アーナルデュル・インドリダソン／著 東京創元社 949 ｱﾅ

文庫本 獺祭り 秋山　香乃／著 幻冬舎 B F ｱｷ

石の繭 麻見　和史／著 講談社 B F ｱｻ

グラウスタンディア皇国物語　６ 内堀　優一／著 ホビージャパン B F ｳﾁ 6

おかあさんの木 大川　悦生／著 ポプラ社 B F ｵｵ

革命のリベリオン　第２部 神永　学／著 新潮社 B F ｶﾐ 2

ワケあり生徒会！ＮＥＸＴ　５ 春川　こばと／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾙ 5

ａｔ　Ｈｏｍｅ 本多　孝好／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾎﾝ

仮面婚約のたしなみ　１ 麻木　琴加／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏｷ 1

探偵の探偵　４ 松岡　圭祐／著 講談社 B F ﾏﾂ 4

探偵★日暮旅人の望む物 山口　幸三郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾔﾏ

朽木のひずみに群れ集え 結城　光流／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

〈仮〉花嫁のやんごとなき事情　９ 夕鷺　かのう／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 9

哲学 島田秀平の怖い話 島田　秀平／著 河出書房新社 147

歴史 第二次世界大戦１９３９－４５　下 アントニー・ビーヴァー／著 白水社 209 3

天災から日本史を読みなおす 磯田　道史／著 中央公論新社 210.1

日本のいちばん長い日 半藤　一利／著 文藝春秋 B 210.7

妻と飛んだ特攻兵 豊田　正義／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 289 ﾀﾆ

１１１歳、いつでも今から 後藤　はつの／著 河出書房新社 289 ｺﾞﾄ

サッカーボーイズ明日への絆 清水　久美子／著 カンゼン 289 ｻｻ

私は、１００歳世界最高の現役スイマー 長岡　三重子／著 光文社 289 ﾅｶﾞ

旅に出るなら 文化学園文化出版局 291

社会科学 日本の大問題「１０年後」を考える 一色　清／モデレーター 集英社 304

私の「戦後７０年談話」 岩波書店編集部／編 岩波書店 304

どうする？親の家の空き家問題 大久保　恭子／著 主婦の友社 365

「居場所」のない男、「時間」がない女 水無田　気流／著 日本経済新聞出版社 367

老いの整理学 外山　滋比古／著 扶桑社 367

老い方上手 上野　千鶴子／著 ＷＡＶＥ出版 367

ちょっと不思議な絵本の時間おとなが読みあい語りあう Ｒｅ～らぶ（高次脳機能障がい者を支援する会）／編 京都：かもがわ出版 369

今日から始める学級担任のためのアドラー心理学 会沢　信彦／編著 図書文化社 371

追いつめる親 おおた　としまさ／著 毎日新聞出版 379

東大首席弁護士が实践！誰でもできる〈完全独学〉勉強術 山口　真由／著 ＳＢクリエイティブ 379

自然科学 １０分のゴロ寝で１０年長生きできる！ 瓜田　純久／著 扶桑社 491

ボケてたまるか！ 山本　朊史／著 朝日新聞出版 493

誰にも尋（き）けないおしりの難病 高野　正博／著 福岡：石風社 494



自然科学 あなたにもあるかもしれない！お口の病気がわかる事典 新谷　悟／著 クインテッセンス出版 497

あなたの人生を変える睡眠の法則 菅原　洋平／著 自由国民社 498

安眠本 須田　諭一／編 メトロポリタンプレス 498

からだにおいしいフルーツの便利帳 三輪　正幸／監修 高橋書店 498

ぐっすり眠れてすっきり起きる５０のコツ 菅原　洋平／監修 宝島社 498

５０歳からの驚異の熟眠法 藤本　憲幸／著 三笠書房 498

ご飯が食べられなくなったらどうしますか？ 花戸　貴司／文 農山漁村文化協会 498

人生が変わる！睡眠革命 宝島社 498

たった一晩で疲れをリセットする睡眠術 石川　泰弘／著 日本文芸社 498

はじめてのシニアの健康スムージー 牧野　直子／著 家の光協会 498

ボケないための、五・七・五 サミュエル・ライダー／著 筑摩書房 498

夢がかなう！魔法の眠り 佐藤　富雄／著 東洋経済新報社 498

アロマテラピーをはじめよう 安斎　康寛／著 高橋書店 499

アロマテラピー図解事典 岩城　都子／著 高橋書店 499

ハーブティーブレンドＢＯＯＫ おおそね　みちる／著 講談社 499

はじめてのハーブティーの教科書 佐々木　薫／著 京都：ＰＨＰ研究所 499

技術 ナウシカの飛行具、作ってみた 八谷　和彦／著 幻冬舎 538

Ｖｅｇｅ　Ｃａｆｅ　Ｇｕｉｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ マクロビマウス／監修 キラジェンヌ 596

行正り香のお酢料理 行正　り香／著 家の光協会 596

老前整理のセオリー 坂岡　洋子／著 ＮＨＫ出版 597

産業 今森光彦の心地いい里山暮らし１２か月 今森　光彦／著 世界文化社 653

ど素人が不動産投資の本を読んで月１００万円稼げた！ 堀口　博行／著 ダイヤモンド社 673

芸術 水木しげる漫画大全集　０５２ 水木　しげる／著 講談社 726 52

水木しげる漫画大全集　０６４ 水木　しげる／著 講談社 726 64

おもてなし折り紙 小林　一夫／著 ソシム 754

三遊亭円朝と江戸落語 須田　努／著 吉川弘文館 779 ｻﾝ

ばんざいまたね 萩本　欽一／著 ポプラ社 779 ﾊｷﾞ

体の硬い人によく効く！筋ストレッチ 岩井　隆彰／著 学研パブリッシング 781

機動破壊 田尻　賢誉／著 竹書房 783

校歌の大甲子園史 渡辺　敏樹／著 地球丸 783

文学 ＢＬ進化論 溝口　彰子／著 太田出版 910

山崎豊子スペシャル・ガイドブック 林　真理子／ほか著 新潮社 910 ﾔﾏ

ＮＨＫ短歌作歌のヒント 永田　和宏／著 ＮＨＫ出版 911

芸人と俳人 又吉　直樹／著 集英社 911

これから始める俳句・川柳 神野　紗希／俳句 池田書店 911

笑う漱石 夏目　漱石／俳句 七つ森書館 911

三匹の犬と眠る夜 落合　恵子／著 平凡社 914 ｵﾁ

ほんとうに７０代は面白い 桐島　洋子／著 海竜社 914 ｷﾘ

とこしえのお嬢さん 野見山　暁治／著 平凡社 914 ﾉﾐ

戦後７０年わたしの戦争体験 小説現代／編 講談社 916

児童書（読物） 走れ、走って逃げろ ウーリー・オルレブ／作 岩波書店 929 ｵﾙ

アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 Ｄ．Ｄ．エヴェレスト／著 あすなろ書房 933 ｴﾍﾞ

ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ／作 ほるぷ出版 933 ﾊﾟﾗ

ガフールの勇者たち　３ キャスリン・ラスキー／著 メディアファクトリー 933 ﾗｽ 3

月夜に見参！ 斉藤　洋／作 あすなろ書房 F ｻｲ



児童書（読物） ぞくぞく村のランプの精ジンジン 末吉　暁子／作 あかね書房 F ｽｴ

波のそこにも 末吉　暁子／作 偕成社 F ｽｴ

悪ガキ７　２～４ 宗田　理／著 静山社 F ｿｳ

かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

耳をすませば 柊　あおい／原作 徳間書店 F ﾋｲ

魔天使マテリアル　１７～１９ 藤咲　あゆな／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希　一樹／著 学研教育出版 F ﾏｷ

キャベたまたんていちんぼつ船のひみつ 三田村　信行／作 金の星社 F ﾐﾀ

天空の城ラピュタ 宮崎　駿／原作 徳間書店 F ﾐﾔ

こわいおばけの話 村上　健司／文 あかね書房 F ﾑﾗ

わらえるおばけの話 村上　健司／文 あかね書房 F ﾑﾗ

時をかける少女 筒井　康隆／原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾜﾀﾞ

バケモノの子 細田　守／原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾜﾀﾞ

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　平和 むの　たけじ／著 汐文社 159

あんずの木の下で 小手鞠　るい／著 原書房 210

いしぶみ 広島テレビ放送／編 ポプラ社 210

子どもたちへ、今こそ伝える戦争 長　新太／著 講談社 210

１４歳からの戦争のリアル 雨宮　処凛／著 河出書房新社 319

声に出して読みたい小中学生にもわかる日本国憲法 齋藤　孝／著 岩崎書店 323

すしのひみつ 日比野　光敏／著 金の星社 383

水木しげるの妖怪なぞなぞめくり　家の中の巻 水木　しげる／作 こぐま社 388

水木しげるの妖怪なぞなぞめくり　山里の巻 水木　しげる／作 こぐま社 388

まぎらわしい現实の大図鑑 アンドレア・ミルズ／著 東京書籍 400

長友佑都 本郷　陽二／編 汐文社 783 ﾅｶﾞ

絵本 ざしきぼっこ 武田　美穂／作 あすなろ書房 E ｱｽ

どうぶつうんどうかい さとう　あきら／写真 アリス館 E ｱﾘ

おばけにょうぼう 内田　麟太郎／文 イースト・プレス E ｲｽ

まばたき 穂村　弘／作 岩崎書店 E ｲﾜ

たいようオルガン 荒井　良二／著 偕成社 E ｶｲ

おまかせコックさん 竹下　文子／文 金の星社 E ｷﾝ

いかりのギョーザ 苅田　澄子／作 佼成出版社 E ｺｳ

ねんどろん 荒井　良二／著 講談社 E ｺｳ

このパンなにパン？ ふじもと　のりこ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

おつきみどろぼう ねぎし　れいこ／作 世界文化社 E ｾｶ

ねこまるせんせいのおつきみ 押川　理佐／作 世界文化社 E ｾｶ

ばけばけばけばけばけたくん 岩田　明子／ぶん・え 大日本図書 E ﾀﾞｲ

パパ・ヴァイト インゲ・ドイチュクローン／作 汐文社 E ﾁﾖ

ぼくが５歳の子ども兵士だったとき ジェシカ・ディー・ハンフリーズ／作 汐文社 E ﾁﾖ

つきのよるのものがたり かさい　まり／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

やまねこせんせいのこんやはおつきみ 末崎　茂樹／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

まんまるおつきみお月さま アン・ハンター／さく 評論社 E ﾋﾖ

なおみ 谷川　俊太郎／作 福音館書店 E ﾌｸ

しりたがりやのこねこのポコ 安藤　美紀夫／文 復刊ドットコム E ﾌﾂ

おつきさま やすい　すえこ／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

こんできました オームラ　トモコ／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ



絵本 びっくりおおかみ 佐々木　マキ／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

うそだあ！ サトシン／作 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

ぽっかりつきがでましたら 内田　麟太郎／文 文研出版 E ﾌﾞﾝ

まんげつのよるまでまちなさい マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく ペンギン社 E ﾍﾟﾝ

紙芝居 いちについてよーいどん 宮崎　二美枝／脚本 童心社 K

おえかきなあに？ ふるの　れいこ／脚本 童心社 K

きょうのくだものなんだろな？ こが　ようこ／脚本 童心社 K

ばけこちゃんのおつきみ 苅田　澄子／脚本 童心社 K

まるちゃんあそぼ！ 長野　ヒデ子／脚本・絵 童心社 K


