
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 冒険の森へ　８ 集英社 F 8

居酒屋ぼったくり　２～４ 秋川　滝美／〔著〕 アルファポリス F ｱｷ

殺人鬼の献立表 あさの　あつこ／著 徳間書店 F ｱｻ

遅咲き冒険者（エクスプローラー）　４ 安登　恵一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾄ 4

探検隊の栄光 荒木　源／著 小学館 F ｱﾗ

鍵の掛かった男 有栖川　有栖／著 幻冬舎 F ｱﾘ

ＭＩＬＫ 石田　衣良／著 文藝春秋 F ｲｼ

屍者の帝国 伊藤　計劃／著 河出書房新社 F ｲﾄ

抗争 江上　剛／著 朝日新聞出版 F ｴｶﾞ

空に牡丹 大島　真寿美／著 小学館 F ｵｵ

消滅 恩田　陸／著 中央公論新社 F ｵﾝ

老後の資金がありません 垣谷　美雨／著 中央公論新社 F ｶｷ

猫の惑星 梶尾　真治／著 ＰＨＰ研究所 F ｶｼﾞ

天空の約束 川端　裕人／著 集英社 F ｶﾜ

恋仲 桑村　さや香／脚本 扶桑社 F ｷﾏ

虚栄 久坂部　羊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸｻ

疾走少女と終焉の光 九条　菜月／著 中央公論新社 F ｸｼﾞ

スーツケースの半分は 近藤　史恵／著 祥伝社 F ｺﾝ

秋葉原先留交番ゆうれい付き 西條　奈加／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻｲ

空にみずうみ 佐伯　一麦／著 中央公論新社 F ｻｴ

家族の哲学 坂口　恭平／著 毎日新聞出版 F ｻｶ

霧（ウラル） 桜木　紫乃／著 小学館 F ｻｸ

シンデレラの告白 櫻部　由美子／〔著〕 角川春樹事務所 F ｻｸ

骨風 篠原　勝之／著 文藝春秋 F ｼﾉ

新しい十五匹のネズミのフライ 島田　荘司／著 新潮社 F ｼﾏ

虚人の星 島田　雅彦／著 講談社 F ｼﾏ

ここは私たちのいない場所 白石　一文／著 新潮社 F ｼﾗ

長篠の四人 鈴木　輝一郎／著 毎日新聞出版 F ｽｽﾞ

この世にたやすい仕事はない 津村　記久子／著 日本経済新聞出版社 F ﾂﾑ

闘う君の唄を 中山　七里／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ

転生者はチートを望まない　３ 奈月　葵／〔著〕 アルファポリス F ﾅﾂ 3

亡霊館の殺人 二階堂　黎人／著 南雲堂 F ﾆｶ

掟上今日子の推薦文 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

掟上今日子の挑戦状 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

掟上今日子の備忘録 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

掟上今日子の遺言書 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ

和僑 楡　周平／著 祥伝社 F ﾆﾚ

惑星カロン 初野　晴／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾂ

ギリギリ 原田　ひ香／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾗ

校舎の静脈 日和　聡子／著 新潮社 F ﾋﾜ



日本の小説 戦場のコックたち 深緑　野分／著 東京創元社 F ﾌｶ

怒鳴り癖 藤田　宜永／著 文藝春秋 F ﾌｼﾞ

番神の梅 藤原　緋沙子／著 徳間書店 F ﾌｼﾞ

痛みの道標 古内　一絵／著 小学館 F ﾌﾙ

水鏡推理 松岡　圭祐／著 講談社 F ﾏﾂ

肉と衣のあいだに神は宿る 松井　雪子／著 文藝春秋 F ﾏﾂ

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

帰蝶 諸田　玲子／著 ＰＨＰ研究所 F ﾓﾛ

ふなふな船橋 吉本　ばなな／著 朝日新聞出版 F ﾖｼ

外国の小説 『不思議の国のアリス』の家 ヴァネッサ・テイト／著 柏書房 933 ﾃｲ

スキン・コレクター ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933 ﾃﾞｲ

優しい鬼 レアード・ハント／著 朝日新聞出版 933 ﾊﾝ

ある夢想者の肖像 スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933 ﾐﾙ

日々の光 ジェイ・ルービン／著 新潮社 933 ﾙﾋﾞ

天国でまた会おう ピエール・ルメートル／著 早川書房 953 ﾙﾒ

文庫本 水の葬送 アン・クリーヴス／著 東京創元社 B 933 ｸﾘ

ダイバージェント２　上・下 ベロニカ・ロス／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 933 ﾛｽ 2

白桜四神　１～８ 伊藤　たつき／〔著〕 角川書店 B F ｲﾄ

鎮魂 小杉　健治／著 集英社 B F ｺｽ

この国の空 高井　有一／著 新潮社 B F ﾀｶ

ＯＮ 内藤　了／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｲ

時代まつり 花房　観音／著 光文社 B F ﾊﾅ

岸辺の旅 湯本　香樹実／著 文藝春秋 B F ﾕﾓ

郷土資料 新聞のある町 四方　洋／著 清水弘文堂書房 A 070

哲学 坊さん、父になる。 白川　密成／著 ミシマ社 188

歴史 昭和天皇実録　第３・第４ 東京書籍 288 ｼﾖ

社会科学 紋切型社会 武田　砂鉄／著 朝日出版社 304

日本のレジスタンス 荒垣　秀雄／編 河出書房新社 309

学徒戦犯たちのスガモ・プリズン 平野　英雄／著 桜美林大学北東アジア総合研究所 329

阿部恵のいつでも楽しいパネルシアター 阿部　恵／著 メイト 376

０・１・２歳児がよろこぶかわいいペープサート 阿部　恵／著 チャイルド本社 376

出し物たっぷりネタ帳　１・２ 阿部　恵／編著 ひかりのくに 376

ペープサート大百科 阿部　恵／著 ひかりのくに 376

自然科学 生きものの持ちかた 松橋　利光／著 大和書房 480

安心レシピでいただきます！ 斎藤　恵子／著 弘文堂 493

産むからだすこやかに おの　さなえ／著 自然食通信社 495

生涯健康脳 瀧　靖之／著 ソレイユ出版 498

技術 ＣｈｉｃＣｈｉｃ　ｖｏｌ．７ 三栄書房 594 7

白崎茶会のかんたんパンレシピ 白崎　裕子／著 学研パブリッシング 596

産業 迷子のミーちゃん 木附　千晶／著 扶桑社 645

バイトだけでも営業できるマクドナルドの教え方 丸本　敏久／著 こう書房 673

黄色いバスの奇跡 吉田　理宏／著 総合法令出版 685

スマホ＆タブレットＱ＆Ａで入門 岡嶋　裕史／監修 宝島社 694

芸術 カモさんのボールペンイラスト カモ／著 ＮＨＫ出版 726

水木しげる漫画大全集　０３６ 水木　しげる／著 講談社 726 36

水木しげる漫画大全集　０９３ 水木　しげる／著 講談社 726 93



芸術 あさが来た　Ｐａｒｔ１ 古川　智映子／原案 ＮＨＫ出版 778 1

文学 向田邦子おしゃれの流儀 向田　和子／編 新潮社 910 ﾑｺ

山崎豊子先生の素顔 野上　孝子／著 文藝春秋 910 ﾔﾏ

雁の世 川田　絢音／著 思潮社 911

１０月４日１０４歳に１０４句 日野原　重明／著 ブックマン社 911

井上ひさし×赤塚不二夫の笑劇場 井上　ひさし／著 河出書房新社 913

嫌老社会を超えて 五木　寛之／著 中央公論新社 914 ｲﾂ

三河の風 外山　滋比古／著 展望社 914 ﾄﾔ

薬石としての本たち 南木　佳士／著 文藝春秋 914 ﾅｷﾞ

過剰な二人 林　真理子／著 講談社 914 ﾊﾔ

人生の道しるべ 宮本　輝／著 集英社 914 ﾐﾔ

妻が遺した一枚のレシピ 山田　和夫／著 青志社 916 ﾔﾏ

人間の分際 曽野　綾子／著 幻冬舎 917 ｿﾉ

日本文学全集　２４ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 24

児童書（読物） ルルとララのミルキープリン あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店 F ｱﾝ

岬のマヨイガ 柏葉　幸子／著 講談社 F ｶｼ

かゆいのかゆいのとんでいけ！ 川北　亮司／作 新日本出版社 F ｶﾜ

天と地の方程式　２ 富安　陽子／著 講談社 F ﾄﾐ 2

アカシア書店営業中！ 濱野　京子／作 あかね書房 F ﾊﾏ

にんじゃざむらいガムチョコバナナ　００３ 原　ゆたか／さく・え ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾗ 3

まじょ子とハロウィンのまほう 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

失われたものたちの本 ジョン・コナリー／著 東京創元社 933 ｺﾅ

消えた王 ジェニファー・Ａ．ニールセン／作 ほるぷ出版 933 ﾆﾙ

児童書（知識） わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ／編 偕成社 378

遠藤保仁 本郷　陽二／編 汐文社 783 ｴﾝ

うなりやベベン　ベベンの紙芝居 ＮＨＫ　Ｅテレ「にほんごであそぼ」制作班／編 金の星社 908

絵本 せんそうごっこ 谷川　俊太郎／文 いそっぷ社 E ｲｿ

オレときいろ ミロコマチコ／作 ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

ながぐつボッチャ～ン 軽部　武宏／作 ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

ええところ くすのき　しげのり／作 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

ベンの見た夢 Ｃ・Ｖ・オールズバーグ／絵と文 河出書房新社 E ｶﾜ

イカタコつるつる 長　新太／作・絵 講談社 E ｺｳ

雪わたり 宮沢　賢治／作 講談社 E ｺｳ

さつまのおいも 中川　ひろたか／文 童心社 E ﾄﾞｳ

ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

とんとんパンやさん 白土　あつこ／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

なかよしゆきだるま 白土　あつこ／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

はらぺこブブのおべんとう 白土　あつこ／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

セッセとヨッコラ　ひみつのプレゼントさくせん 高畠　那生／〔作〕 フレーベル館 E ﾌﾚ


