
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 道果ての向こうの光　４ 秋月　アスカ／著 イースト・プレス F ｱｷ 4

自画像 朝比奈　あすか／著 双葉社 F ｱｻ

わが心のジェニファー 浅田　次郎／著 小学館 F ｱｻ

義貞の旗 安部　龍太郎／著 集英社 F ｱﾍﾞ

王国は誰のもの 安萬　純一／著 東京創元社 F ｱﾏ

下町ロケット　２ 池井戸　潤／著 小学館 F ｲｹ 2

家へ 石田　千／著 講談社 F ｲｼ

凪の司祭 石持　浅海／著 幻冬舎 F ｲｼ

竈河岸 宇江佐　真理／著 文藝春秋 F ｳｴ

ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原　浩／著 文藝春秋 F ｵｷﾞ

あこがれ 川上　未映子／著 新潮社 F ｶﾜ

メビウスの守護者 川瀬　七緒／著 講談社 F ｶﾜ

絞首台の黙示録 神林　長平／著 早川書房 F ｶﾝ

ヒトでなし　金剛界の章 京極　夏彦／著 新潮社 F ｷﾖ

寮生 今野　敏／著 集英社 F ｺﾝ

ボス・イズ・バック 笹本　稜平／著 光文社 F ｻｻ

ぼぎわんが、来る 澤村　伊智／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻﾜ

黒のコスモス少女団 朱川　湊人／著 集英社 F ｼﾕ

暴走 周木　律／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾕ

真犯人 翔田　寛／著 小学館 F ｼﾖ

竜の道　２ 白川　道／著 幻冬舎 F ｼﾗ 2

わかれ 瀬戸内　寂聴／著 新潮社 F ｾﾄ

誰かこの状況を説明してください！　４・５ 徒然花／著 フロンティアワークス F ﾂﾚ 4

Ｋｉｌｌｅｒｓ　上・下 堂場　瞬一／著 講談社 F ﾄﾞｳ

ペンギンのバタフライ 中山　智幸／著 ＰＨＰ研究所 F ﾅｶ

転生者はチートを望まない　２ 奈月　葵／著 アルファポリス F ﾅﾂ 2

陽だまりの天使たち 馳　星周／著 集英社 F ﾊｾ

明治・金色キタン 畠中　恵／著 朝日新聞出版 F ﾊﾀ

デス・エンジェル 久間　十義／著 新潮社 F ﾋｻ

異世界で『黒の癒し手』って呼ばれています　１～3・5 ふじま　美耶／著 アルファポリス F ﾌｼﾞ

葬偽屋は弔わない 森　晶麿／著 河出書房新社 F ﾓﾘ

運命の花びら　上 森村　誠一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾓﾘ 1

十二の真珠 やなせ　たかし／著 復刊ドットコム F ﾔﾅ

ネンレイズム／開かれた食器棚 山崎　ナオコーラ／著 河出書房新社 F ﾔﾏ

ウォーク・イン・クローゼット 綿矢　りさ／著 講談社 F ﾜﾀ

外国の小説 書店主フィクリーのものがたり ガブリエル・ゼヴィン／著 早川書房 933 ｾﾞﾋﾞ

コドモノセカイ 岸本　佐知子／編訳 河出書房新社 933

嵐 ル・クレジオ／著 作品社 953 ﾙｸ

トルコ捨駒スパイ事件 ボリス・アクーニン／著 岩波書店 983 ｱｸ

文庫本 そして生活はつづく 星野　源／著 文藝春秋 B 914 ﾎｼ

大人の説教 山本　一力／著 文藝春秋 B 914 ﾔﾏ

罪の余白 芦沢　央／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱｼ



文庫本 セカンドステージ 五十嵐　貴久／著 幻冬舎 B F ｲｶﾞ

白桜四神　２ 伊藤　たつき／著 角川書店 B F ｲﾄ

新約とある魔術の禁書目録（インデックス）　１０ 鎌池　和馬／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｶﾏ 10

神酒クリニックで乾杯を 知念　実希人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾁﾈ

超高速！参勤交代 土橋　章宏／著 講談社 B F ﾄﾞﾊﾞ

お庭番望月蒼司朗参る！　〔２１〕 流　星香／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅｶﾞ 21

かたしろの翅を繰り紡げ 結城　光流／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

総合 結果がどんどん出る「超」メモ術 中公　竹義／著 青春出版社 B 002

私的読食録 堀江　敏幸／著 プレジデント社 019

ギネス世界記録　２０１６ クレイグ・グレンディ／編 角川アスキー総合研究所 R 031 16

閉された言語空間 江藤　淳／著 文芸春秋 070

哲学 蛭子能収のゆるゆる人生相談 蛭子　能収／著 光文社 159

歴史 岩波講座日本歴史　第１９巻 大津　透／編集委員 岩波書店 210.0 19

ミケランジェロ・プロジェクト　上・下 ロバート・Ｍ．エドゼル／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 234

人間臨終考 森　達也／著 小学館 280

社会科学 「開戦前夜」のファシズムに抗して 山口　二郎／著 かもがわ出版 310

母がおカネをかくします。 吉川　浩／編 小学館 369

子どものまま中年化する若者たち 鍋田　恭孝／著 幻冬舎 371

１８きっぷ 朝日新聞社／著 朝日新聞出版 371

心がはずむどんどんパネルシアター 阿部　恵／著 メイト 376

みんなのパネルシアター 阿部　恵／著 メイト 376

自然科学 生きものたちのつくる巣１０９ 鈴木　まもる／文・絵 エクスナレッジ 481

訪問看護師が見つめた人間が老いて死ぬということ 宮子　あずさ／著 海竜社 490

検査結果なんでも早わかり事典 小橋　隆一郎／著 主婦の友社 492

９７歳現役医師が悟った体の整え方 田中　旨夫／著 幻冬舎 498

技術 大人服おしゃれセオリー 石田　純子／監修 主婦の友社 589

必要十分生活 たっく／著 大和書房 590

編みたい×編んであげたいみんなのニット帽５５ 世界文化社 594

神様とつながる開運ごはん ちこ／著 神宮館 596

作りおきスイーツ 主婦の友社／編 主婦の友社 596

飛田和緒さんが習ったとびきりおいしいママのお菓子 小黒　きみえ／先生 講談社 596

秘密のストックレシピ 白崎　裕子／著 マガジンハウス 596

ラクうまごはんのコツ 瀬尾　幸子／著 新星出版社 596

あした死んでもいい片づけ ごんおばちゃま／著 興陽館 597

産業 季節のフラワーリース基礎レッスン 橋口　学／著 誠文堂新光社 627

四季の花便利帳 主婦の友社／編 主婦の友社 627

日本の道路がわかる事典 浅井　建爾／著 日本実業出版社 685

ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋／著 ソフトバンククリエイティブ 689

ディズニーおもてなしの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋／著 ＳＢクリエイティブ 689

ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋／著 ＳＢクリエイティブ 689

ディズニーハピネスの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋／著 ＳＢクリエイティブ 689

日本でいちばん心温まるホテルであった奇跡の物語 柴田　秋雄／著 ＳＢクリエイティブ 689

芸術 日本美術全集　１１ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 11

水木しげる漫画大全集　０１２ 水木　しげる／著 講談社 726 12

水木しげる漫画大全集　０６８ 水木　しげる／著 講談社 726 68

きょうの猫村さん　８ ほし　よりこ／著 マガジンハウス 726 8

娘になった妻、のぶ代へ 砂川　啓介／著 双葉社 772 ｵｵ

朝ドラの５５年 ＮＨＫドラマ番組部／監修 ＮＨＫ出版 778

大林宣彦の体験的仕事論 大林　宣彦／語り ＰＨＰ研究所 778 ｵｵ



芸術 明治のサーカス芸人はなぜロシアに消えたのか 大島　幹雄／著 新潮社 B 779

言語 感じる言葉オノマトペ 小野　正弘／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814

一生使える、一筆箋の美しいマナーと言葉 むらかみ　かずこ／著 ＰＨＰ研究所 816

文学 窓辺の風 宮城谷　昌光／著 中央公論新社 910 ﾐﾔ

流される美学 曽野　綾子／著 興陽館 914 ｿﾉ

時のながめ 高井　有一／著 新潮社 914 ﾀｶ

東京者がたり 西村　賢太／著 講談社 914 ﾆｼ

人生ひとつだって無駄にしちゃいけない 遠藤　周作／著 海竜社 917 ｴﾝ

児童書（読物） 山のトムさん 石井　桃子／作 福音館書店 F ｲｼ

死神うどんカフェ１号店　６杯目 石川　宏千花／著 講談社 F ｲｼ 6

スプーンは知っている 新藤　悦子／作 講談社 F ｼﾝ

ニレの木広場のモモモ館 高楼　方子／作 ポプラ社 F ﾀｶ

べんり屋、寺岡の冬。 中山　聖子／作 文研出版 F ﾅｶ

屋根裏の遠い旅 那須　正幹／著 偕成社 F ﾅｽ

おばけがとりつくおんがくかい むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

ロックウッド除霊探偵局　１・２ ジョナサン・ストラウド／作 小学館 933 ｽﾄ

児童書（知識） アンコール・ワットのサバイバル　１ 洪　在徹／文 朝日新聞出版 223 1

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ ホセ・ムヒカ／著 汐文社 289 ﾑﾋ

世界一おもしろい数の本 カリーナ・ルアール／文 ポプラ社 410

みいつけた！がっこうのまわりのいきもの　１～８ 須田　研司／監修 学研教育出版 480

ナイトサファリのサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 481 2

絵本 ざぼんじいさんのかきのき すとう　あさえ／文 岩崎書店 E ｲﾜ

あなに 長谷川　集平／作 解放出版社 E ｶｲ

いきものなあに 星燈社／絵 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

たべものなあに 星燈社／絵 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

すりかえかめんミステリーツアー はら　こうへい／絵 河出書房新社 E ｶﾜ

ケーキやけました 彦坂　有紀／作 講談社 E ｺｳ

だーれのおしり？ よねづ　ゆうすけ／作 講談社 E ｺｳ

ぼくのくれよん 長　新太／おはなし・え 講談社 E ｺｳ

ぼくらちきゅうじんだいひょう！ くすのき　しげのり／作 講談社 E ｺｳ

ママがおばけになっちゃった！ のぶみ／さく 講談社 E ｺｳ

くじらさんのーたーめならえんやこーら 内田　麟太郎／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

オオサンショウウオ 福田　幸広／しゃしん そうえん社 E ｿｳ

金のおさら バーナデット・ワッツ／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

まほうのれいぞうこ たかおか　まりこ／作 ひかりのくに E ﾋｶ

女王さまのぼうし スティーブ・アントニー／さく 評論社 E ﾋﾖ

ちいさなかいじゅうモッタ イヴォンヌ・ヤハテンベルフ／文・絵 福音館書店 E ﾌｸ

つんつくせんせいとかさじぞう たかどの　ほうこ／さく・え フレーベル館 E ﾌﾚ

おしりたんてい　ププッおおどろぼうあらわる！ トロル／さく・え ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

カイロ団長 宮沢　賢治／作 三起商行 E ﾐｷ

紙芝居 おおきくおおきくおおきくなあれ　（英語版） まつい　のりこ／脚本・絵 童心社 K

ともだちだーれ？　（英語版） 得田　之久／脚本 童心社 K

ひよこちゃん　（英語版） チュコフスキー／原作 童心社 K

みんなでぽん！　（英語版） まつい　のりこ／脚本・絵 童心社 K

やさしいおともだち　（英語版） 武田　雪夫／原作 童心社 K

りんごくんのおうちはどこ？　（英語版） とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K


