
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 決戦！本能寺 伊東　潤／著 講談社 F

冒険の森へ　１９ 集英社 F 19

幸腹な百貨店 秋川　滝美／著 講談社 F ｱｷ

植物たち 朝倉　かすみ／著 徳間書店 F ｱｻ

透き通った風が吹いて あさの　あつこ／著 文藝春秋 F ｱｻ

地に巣くう あさの　あつこ／著 光文社 F ｱｻ

マンガ肉と僕 朝香　式／著 新潮社 F ｱｻ

世にも奇妙な君物語 朝井　リョウ／著 講談社 F ｱｻ

Ｌ－エル－ Ａｃｉｄ　Ｂｌａｃｋ　Ｃｈｅｒｒｙ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｼ

月が導く異世界道中　８ あずみ　圭／著 アルファポリス F ｱｽﾞ 8

砂浜に坐り込んだ船 池澤　夏樹／著 新潮社 F ｲｹ

罪人よやすらかに眠れ 石持　浅海／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｼ

天下人の茶 伊東　潤／著 文藝春秋 F ｲﾄ

オムツ党、走る！ 伊波　雅子／著 講談社 F ｲﾊ
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『イノベーションと企業家精神』を読んだら 岩崎　夏海／著 ダイヤモンド社 F ｲﾜ

ザ・ブラックカンパニー 江上　剛／著 光文社 F ｴｶﾞ

プロローグ 円城　塔／著 文藝春秋 F ｴﾝ

魔女の封印 大沢　在昌／著 文藝春秋 F ｵｵ

ユートロニカのこちら側 小川　哲／著 早川書房 F ｵｶﾞ

おっかなの晩 折口　真喜子／著 東京創元社 F ｵﾘ

おかしなことに 勝目　梓／著 講談社 F ｶﾂ

アレス 神永　学／著 新潮社 F ｶﾐ

リセット　８ 如月　ゆすら／著 アルファポリス F ｷｻ 8

月のない夜に 岸田　るり子／著 祥伝社 F ｷｼ

ロスト 呉　勝浩／著 講談社 F ｺﾞ

大川契り 西條　奈加／著 新潮社 F ｻｲ

ＧＯＳＩＣＫ 桜庭　一樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻｸ

信長の肖像 志野　靖史／著 朝日新聞出版 F ｼﾉ

クズリ 柴田　哲孝／著 講談社 F ｼﾊﾞ

うそつき、うそつき 清水　杜氏彦／著 早川書房 F ｼﾐ

光のない海 白石　一文／著 集英社 F ｼﾗ

白の皇国物語　１５ 白沢　戌亥／著 アルファポリス F ｼﾗ 15

ブルーアウト 鈴木　光司／著 小学館 F ｽｽﾞ

君の膵臓をたべたい 住野　よる／著 双葉社 F ｽﾐ

天平の女帝　孝謙称徳 玉岡　かおる／著 新潮社 F ﾀﾏ

モナドの領域 筒井　康隆／著 新潮社 F ﾂﾂ

ヘブンメイカー 恒川　光太郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾂﾈ

天国の一歩前 土橋　章宏／著 幻冬舎 F ﾄﾞﾊﾞ

陶炎 鳥越　碧／著 講談社 F ﾄﾘ

暗号のポラリス 中山　智幸／著 ＮＨＫ出版 F ﾅｶ

戦国はるかなれど　上・下 中村　彰彦／著 光文社 F ﾅｶ

私は存在が空気 中田　永一／著 祥伝社 F ﾅｶ

タスキメシ 額賀　澪／著 小学館 F ﾇｶ

地の底の記憶 畠山　丑雄／著 河出書房新社 F ﾊﾀ



日本の小説 95 早見　和真／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾔ

復讐屋成海慶介の事件簿 原田　ひ香／著 双葉社 F ﾊﾗ

ロマンシエ 原田　マハ／著 小学館 F ﾊﾗ

人魚の眠る家 東野　圭吾／著 幻冬舎 F ﾋｶﾞ

キッチン戦争 樋口　直哉／著 講談社 F ﾋｸﾞ

禁断のスカルペル 久間　十義／著 日本経済新聞出版社 F ﾋｻ

謎の毒親 姫野　カオルコ／著 新潮社 F ﾋﾒ

ヒクイドリ 古野　まほろ／著 幻冬舎 F ﾌﾙ

ダィテス領攻防記　６ 牧原　のどか／著 アルファポリス F ﾏｷ 6

島津の空　帰る雁（かりがね） 村木　嵐／著 中央公論新社 F ﾑﾗ

イデアの影 森　博嗣／著 中央公論新社 F ﾓﾘ

きらきら眼鏡 森沢　明夫／著 双葉社 F ﾓﾘ

黒猫の回帰あるいは千夜航路 森　晶麿／著 早川書房 F ﾓﾘ

春や春 森谷　明子／著 光文社 F ﾓﾘ

三人孫市 谷津　矢車／著 中央公論新社 F ﾔﾂ

早春賦 山口　恵以子／著 幻冬舎 F ﾔﾏ

ドール 山下　紘加／著 河出書房新社 F ﾔﾏ

外国の小説 火打箱 サリー・ガードナー／著 東京創元社 933 ｶﾞﾄﾞ

クローヴィス物語 サキ／著 白水社 933 ｻｷ

美について ゼイディー・スミス／著 河出書房新社 933 ｽﾐ

未成年 イアン・マキューアン／著 新潮社 933 ﾏﾂ

生きるための選択 パク　ヨンミ／著 辰巳出版 936 ﾊﾟｸ

ゴースト・ボーイ マーティン・ピストリウス／著 ＰＨＰ研究所 936 ﾋﾟｽ

図書館大戦争 ミハイル・エリザーロフ／著 河出書房新社 983 ｴﾘ

もう過去はいらない ダニエル・フリードマン／著 東京創元社 B 933 ﾌﾘ

文庫本 神さまになりまして、 石田　リンネ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ

六花爵と螺子の帝国　２ 糸森　環／著 一迅社 B F ｲﾄ 2

オーダーは探偵に　６ 近江　泉美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵｳ 6

双界幻幽伝　１５ 木村　千世／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｷﾑ 15

鬼舞　１６ 瀬川　貴次／著 集英社 B F ｾｶﾞ 16

流れ星が消えないうちに 橋本　紡／著 新潮社 B F ﾊｼ

探偵★日暮旅人の遺し物 山口　幸三郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾔﾏ

総合 『王様のブランチ』が恋した本 ＴＢＳテレビ「王様のブランチ」／編 ベストセラーズ 019

子どもに歯ごたえのある本を 石井　桃子／著 河出書房新社 019

人生を変える読書 美達　大和／著 廣済堂出版 019

本棚探偵の生還 喜国　雅彦／著 双葉社 024

哲学 哲学用語図鑑 田中　正人／著 プレジデント社 130

シロクマのことだけは考えるな！ 植木　理恵／著 新潮社 B 140

なんだか「毎日しんどい…」がスッキリ！晴れる本 水島　広子／著 三笠書房 146

太った男を殺しますか？ デイヴィッド・エドモンズ／著 太田出版 150

「幸せ」について知っておきたい５つのこと ＮＨＫ「幸福学」白熱教室制作班／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 151

あっ！命の授業 ゴルゴ松本／著 廣済堂出版 159

幸せがずっと続く１２の行動習慣 ソニア・リュボミアスキー／著 日本実業出版社 159

子宮委員長はるの子宮委員会 子宮委員長はる／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159

それでも人生にＹＥＳを 富樫　康明／著 ＷＡＶＥ出版 159
特定の人としかうまく付き合えないのは、結局、あなたの心が冷めているからだ 五百田　達成／著 クロスメディア・パブリッシング 159

「めんどくさい」をやめました。 やました　ひでこ／著 祥伝社 159

ライフハック心理学 佐々木　正悟／著 東洋経済新報社 159

笑うとなぜいいか？ 斎藤　茂太／著 新講社 159

コーランには本当は何が書かれていたか？ カーラ・パワー／著 文藝春秋 167

歴史 戦国のゲルニカ 渡辺　武／著 新日本出版社 210.5



歴史 史記・三国志英雄列伝 井波　律子／著 潮出版社 222

ファミリーヒストリー 宮　徹／著 ＷＡＶＥ出版 288

ぼくは科学の力で世界を変えることに決めた ジャック・アンドレイカ／著 講談社 289 ｱﾝ

考え方ひとつで人生は変わる 稲盛　和夫／著 ＰＨＰ研究所 289 ｲﾅ

運は創るもの 似鳥　昭雄／著 日本経済新聞出版社 289 ﾆﾄ

社会科学 さらばアホノミクス 浜　矩子／著 毎日新聞出版 304

社会を変える２３章　そして自分も変わる 川田　忠明／著 新日本出版社 304

文藝春秋オピニオン２０１６年の論点１００ 文藝春秋 304

ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋　源一郎／著 朝日新聞出版 304

セキララ憲法 金杉　美和／著 新日本出版社 323

老後貧困から身を守る 細沢　祐樹／著 講談社 324

好かれる技術 植木　理恵／著 新潮社 B 361

吃音のことがよくわかる本 菊池　良和／監修 講談社 378

自然科学 若き科学者への手紙 エドワード・Ｏ．ウィルソン／著 創元社 407

体の使い方を変えればこんなに疲れない！ 岡田　慎一郎／著 産業編集センター 491

耳がよく聞こえる！ようになる本 中川　雅文／著 河出書房新社 496

飲むだけくすりスープ タカハシ　ユキ／著 大和書房 498

技術 鉄道デザインの心 水戸岡　鋭治／著 日経ＢＰ社 536

原発からの命の守り方 守田　敏也／著 海象社 539

ムーミンマグ物語 講談社 573

何を着るかで人生は変わる しぎはら　ひろ子／著 三笠書房 589

消えないレセピ 野村　紘子／著 文化学園文化出版局 596

グルテンフリーのお菓子 上原　まり子／著 文化学園文化出版局 596

赤ちゃん苦手かも？と思ったら読む本 清水　悦子／著 主婦と生活社 599

おやすみ、ロジャー カール＝ヨハン・エリーン／著 飛鳥新社 599

産業 深海魚のレシピ 平坂　寛／著 地人書館 664

川魚の飼育と採集を楽しむための本 松沢　陽士／写真・文 学研教育出版 666

写真でわかるかわいい　は虫類・両生類の飼い方 川添　宣広／編著 誠文堂新光社 666

トカゲ 二木　勝／著 誠文堂新光社 666

芸術 二番目の悪者 林　木林／作 小さい書房 726

北欧の挿絵とおとぎ話の世界 海野　弘／解説・監修 パイインターナショナル 726

水木しげる漫画大全集　０２５・０７７ 水木　しげる／著 講談社 726

紙芝居入門　１・２ 一声社 779

赤めだか 立川　談春／著 扶桑社 779 ﾀﾃ

プロ野球Ｂ級ニュース事件簿　２０１５ 日刊スポーツ出版社 783 15

不動の魂 五郎丸　歩／著 実業之日本社 783 ｺﾞﾛ

言語 音とことばのふしぎな世界 川原　繁人／著 岩波書店 801

子どもを夢中にさせる魔法の朗読法 山田　敦子／著 日東書院本社 809

お見舞い・お悔やみ・励まし文例集 現代レター研究会／著 法研 816

図書館員のための英会話ハンドブック　国内編 古林　洽子／ほか著 日本図書館協会 837

文学 詩のなぐさめ 池澤　夏樹／著 岩波書店 902

ハヤカワ文庫ＳＦ総解説２０００ 早川書房編集部／編 早川書房 902

人生に役立つ都々逸読本 柳家　紫文／著 海竜社 911

マナーの正体 逢坂　剛／著 中央公論新社 914

大人の流儀　５ 伊集院　静／著 講談社 914 ｲｼﾞ 5

これだけで、幸せ 小川　糸／著 講談社 914 ｵｶﾞ

おとなの始末 落合　恵子／著 集英社 914 ｵﾁ

おなかがすいたハラペコだ。 椎名　誠／著 新日本出版社 914 ｼｲ

老人の極意 村松　友視／著 河出書房新社 914 ﾑﾗ

うつくしい列島 池澤　夏樹／著 河出書房新社 915 ｲｹ

美麗島紀行 乃南　アサ／著 集英社 915 ﾉﾅ



文学 ラオスにいったい何があるというんですか？ 村上　春樹／著 文藝春秋 915 ﾑﾗ

児童書（読物） あたらしいわたしの探し方 あんびる　やすこ／著 岩崎書店 F ｱﾝ

しゅるしゅるぱん おおぎやなぎ　ちか／作 福音館書店 F ｵｵ

モンスター・ホテルでごしょうたい 柏葉　幸子／作 小峰書店 F ｶｼ

おばけのアッチ　パン・パン・パンケーキ 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

いえのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

火の降る夜に桜舞う 斉藤　洋／作 あすなろ書房 F ｻｲ

せかいでいちばんほしいもの さとう　まきこ／作 あかね書房 F ｻﾄ

シロガラス　４ 佐藤　多佳子／著 偕成社 F ｻﾄ 4

ペルペルの魔法 たかどの　ほうこ／作 理論社 F ﾀｶ

はしれおてつだいねこ 竹下　文子／作 金の星社 F ﾀｹ

キャベツくんのおしゃべり 長　新太／さく 子どもの未来社 F ﾁﾖ

どうぶつたちがはしっていく 長　新太／さく 子どもの未来社 F ﾁﾖ

都会（まち）のトム＆ソーヤ　１３ はやみね　かおる／著 講談社 F ﾊﾔ 13

きえた！？かいけつゾロリ 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

なりたて中学生　中級編 ひこ・田中／著 講談社 F ﾋｺ

ロックなハート ひこ・田中／作 福音館書店 F ﾋｺ

奪われた予言書 三田村　信行／作 あかね書房 F ﾐﾀ

あまのじゃくにかんぱい！ 宮川　ひろ／作 童心社 F ﾐﾔ

音楽室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

よるのとしょかんだいぼうけん 村中　李衣／作 ＢＬ出版 F ﾑﾗ

アサギをよぶ声　２・３ 森川　成美／作 偕成社 F ﾓﾘ

シェイクスピアのいる文房具店 シン　ヨンラン／文 彩流社 929 ｼﾝ

第二次世界大戦の夜 メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

ハリーとうたうおとなりさん ジーン・ジオン／ぶん 大日本図書 933 ｼﾞｵ

偽りの王子 ジェニファー・Ａ．ニールセン／作 ほるぷ出版 933 ﾆﾙ

１４番目の金魚 ジェニファー・Ｌ．ホルム／作 講談社 933 ﾎﾙ

オリンポスの神々と７人の英雄　５ リック・リオーダン／作 ほるぷ出版 933 ﾘｵ 5

動物病院のマリー　６ タチアナ・ゲスラー／著 学研プラス 943 ｹﾞｽ 6

ＴＨＥ　ＬＯＣＫ　１・２ Ｐ．Ｄ．バッカラリオ／作 学研プラス 973 ﾊﾞﾂ

児童書（知識） 今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！ 金原　瑞人／監修 ポプラ社 019

大人になるっておもしろい？ 清水　真砂子／著 岩波書店 159

ポンペイのひみつ ティム・オーシェイ／著 六耀社 232

メサ・ヴェルデのひみつ ゲイル・フェイ／著 六耀社 253

マチュ・ピチュのひみつ スザンヌ・ガーブ／著 六耀社 268

極限の世界にすむ生き物たち 長沼　毅／監修 誠文堂新光社 460

ものづくりを変える！３Ｄプリンター 荒舩　良孝／文 岩崎書店 501

モンキードッグの挑戦 あんず　ゆき／著 文溪堂 615

菜乃のポケット 村上　しいこ／作 講談社 673

光を失って心が見えた 新井　淑則／著 金の星社 289 ｱﾗ

地中世界のサバイバル　２ スウィートファクトリー／文 朝日新聞出版 481 2

紙ひこうきクラフトスクール　レベル２ クリストファー・Ｌ．ハーボ／著 ほるぷ出版 754 2

おとなになるってどんなこと？ 吉本　ばなな／著 筑摩書房 914 ﾖｼ

絵本 すきですゴリラ アントニー・ブラウン／作　絵 あかね書房 E ｱｶ

むしばくん　だいすき？ 七尾　純／さく あかね書房 E ｱｶ

バイバイ！むしバイキン ドクター・レイコ／さく アノニマ・スタジオ E ｱﾉ

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう！ くぼ　まちこ／著 アリス館 E ｱﾘ

こどもる 荒井　良二／作・絵 岩崎書店 E ｲﾜ

ねねねのねこ おおなり　修司／文 絵本館 E ｴﾎ

いちばんのなかよしさん エリック・カール／作 偕成社 E ｶｲ

えんまのはいしゃ くすのき　しげのり／作 偕成社 E ｶｲ



絵本 オオカミのともだち きむら　ゆういち／ぶん 偕成社 E ｶｲ

オオカミのはつこい きむら　ゆういち／ぶん 偕成社 E ｶｲ

オオカミのひみつ きむら　ゆういち／ぶん 偕成社 E ｶｲ

がんばれはぶらしハーマン 木村　裕一／作 偕成社 E ｶｲ

くさばななあに 星燈社／絵 学研プラス E ｶﾞﾂ

これなあに 星燈社／絵 学研プラス E ｶﾞﾂ

やさしいからだのえほん　４ せべ　まさゆき／絵 学研教育出版 E ｶﾞﾂ 4

どろろんびょういんおおいそがし 苅田　澄子／作 金の星社 E ｷﾝ

へんしんマーケット あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

ぷんぷんヒグマ ニック・ブランド／作 クレヨンハウス E ｸﾚ

あ、はるだね ジュリー・フォリアーノ／文 講談社 E ｺｳ

いろとりどり マーカス・フィスター／作 講談社 E ｺｳ

かくかくしかく よねづ　ゆうすけ／作 講談社 E ｺｳ

ひみつひみつのひなまつり 鈴木　真実／作 講談社 E ｺｳ

まんまあーん 藤野　良孝／オノマトペ指導 講談社 E ｺｳ

おもち！ 石津　ちひろ／文 小峰書店 E ｺﾐ

しんかいたんけん！マリンスノー 山本　孝／作 小峰書店 E ｺﾐ

はいしゃさんにきたのはだれ？ トム・バーバー／さく 小峰書店 E ｺﾐ

６つのいろのこぶた 内田　広由紀／げんさく 視覚デザイン研究所 E ｼｶ

おおきなおおきなにんじん 刀根　里衣／絵・文 小学館 E ｼﾖ

ちいさなおおきなき 夢枕　獏／作 小学館 E ｼﾖ

たったたった ふじわら　こういち／しゃしん・ぶん 新日本出版社 E ｼﾝ

きみはうみ 西　加奈子／絵と文 スイッチ・パブリッシング E ｽｲ

おうさまのくつ ヘレン・ビル／文 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

さるくんにぴったりなおうち！！ おおはし　えみこ／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

どうぶつドドド 矢野　アケミ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

どんどんくるくる 中尾　昌稔／ぶん 大日本図書 E ﾀﾞｲ

サルくんとブタさん たどころ　みなみ／さく・え 汐文社 E ﾁﾖ

よるとひる マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん 童話館出版 E ﾄﾞｳ

ノラネコぐんだん　おすしやさん 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ﾊｸ

ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ﾊｸ

トゥース・フェアリー ピーター・コリントン／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ドラキュラば～ちゃん ささき　みお／さく・え ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

バスでおでかけ 間瀬　なおかた／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

はみがき、やーだよ！ スベトラーナ・チューリナ／さく 評論社 E ﾋﾖ

かばのベロニカ ロジャー・デュボアザン／作・絵 復刊ドットコム E ﾌﾂ

おしゃべりこんぶ おかい　みほ／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

しっぽ．しっぽ．しっぽっぽ． 木曽　秀夫／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

ぼくのハはもうおとな かこ　さとし／ぶん・え フレーベル館 E ﾌﾚ

ゆきのんのんねこざかな わたなべ　ゆういち／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

オラウーちゃん 工藤　ノリコ／作 文渓堂 E ﾌﾞﾝ

オラウーちゃんとまほうのやかた 工藤　ノリコ／作 文渓堂 E ﾌﾞﾝ

かばんうりのガラゴ 島田　ゆか／作　絵 文渓堂 E ﾌﾞﾝ

火星にいった３人の宇宙飛行士 Ｕ．エーコ／さく 六耀社 E ﾘｸ

紙芝居 さるとうさぎとがまがえる 津田　真一／脚本 童心社 K

らいねんはなにどし？ 上地　ちづ子／脚本 童心社 K


