
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 冒険の森へ　１４ 集英社 F 14

宝石ザミステリー　２０１６ 光文社 F 16

学校の近くの家 青木　淳悟／著 新潮社 F ｱｵ

獅子吼 浅田　次郎／著 文藝春秋 F ｱｻ

いつかの人質 芦沢　央／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｼ

逆島断雄と進駐官養成高校の決闘 石田　衣良／著 講談社 F ｲｼ

のろい男 戌井　昭人／著 文藝春秋 F ｲﾇ

俳優・亀岡拓次 戌井　昭人／著 フォイル F ｲﾇ

滅びの鐘 乾石　智子／著 東京創元社 F ｲﾇ

坂の途中の家 角田　光代／著 朝日新聞出版 F ｶｸ

パピヨンルージュと嵐の星 茅田　砂胡／著 中央公論新社 F ｶﾔ

踊り子と将棋指し 坂上　琴／著 講談社 F ｻｶ

日替わりオフィス 田丸　雅智／著 幻冬舎 F ﾀﾏ

帰ってきた腕貫探偵 西澤　保彦／著 実業之日本社 F ﾆｼ

はだれ雪 葉室　麟／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾑ

少女の時間 樋口　有介／著 東京創元社 F ﾋｸﾞ

お伊勢まいり 平岩　弓枝／著 文藝春秋 F ﾋﾗ

西遊記　上 平岩　弓枝／著 毎日新聞社 F ﾋﾗ 1

エデュケーション 増田　晶文／著 新潮社 F ﾏｽ

当確師 真山　仁／著 中央公論新社 F ﾏﾔ

怪奇探偵リジー＆クリスタル 山本　弘／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾏ

黄泉がえり遊戯 雪富　千晶紀／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾕｷ

入れ代わりのその果てに　４・５ ゆなり／著 アルファポリス F ﾕﾅ

悪名残すとも 吉川　永青／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖｼ

真実の１０メートル手前 米澤　穂信／著 東京創元社 F ﾖﾈ

外国の小説 無垢な恋心 ダイアナ・パーマー／作 ハーレクイン 933 ﾊﾟﾏ

ジャック・リッチーのびっくりパレード ジャック・リッチー／著 早川書房 933 ﾘﾂ

片手の郵便配達人 グードルン・パウゼヴァング／著 みすず書房 943 ﾊﾟｳ

ミレニアム　４〔上〕・〔下〕 早川書房 949 4

ナタリー ダヴィド・フェンキノス／著 早川書房 953 ﾌｴ

エトワール広場／夜のロンド パトリック・モディアノ／著 作品社 953 ﾓﾃﾞ

１８歳のビッグバン 小林　春彦／著 あけび書房 916 ｺﾊﾞ

文庫本 わたしを離さないで カズオ・イシグロ／著 早川書房 B 933 ｲｼ

東京レイヴンズ　１４ あざの　耕平／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱｻﾞ 14

死神姫の再婚　〔１８〕 小野上　明夜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵﾉ 18

春天繚乱　〔２〕 九月　文／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｸﾂ 2

白竜の花嫁　〔７〕 永野　水貴／著 一迅社 B F ﾅｶﾞ 7

箱入り王女の災難　〔１〕 三川　みり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 1

総記 思い出をデジタル化して永久保存する本 洋泉社 007

はじめて手でつくる本 ヨンネ／著 エクスナレッジ 022

歴史 岩波講座日本歴史　第２１巻 大津　透／編集委員 岩波書店 210.0 21

ギリシア人の物語　１ 塩野　七生／著 新潮社 231 1

帰ってきた日々ごはん　１ 高山　なおみ／著 ＫＴＣ中央出版 289 ﾀｶ 1



社会科学 ＬＧＢＴＱを知っていますか？ 日高　庸晴／監著 少年写真新聞社 367

自然科学 女性のＡＤＨＤ 宮尾　益知／監修 講談社 493

図解やさしくわかる言語聴覚障害 小嶋　知幸／編著 ナツメ社 496

技術 手づくりビール読本 笠倉　暁夫／著 農山漁村文化協会 588

ＤＩＹで部屋リノベーションする本 学研プラス 592

芸術 日本美術全集　１ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 1

水木しげる漫画大全集　０６５ 水木　しげる／著 講談社 726 65

文学 孫と私の小さな歴史 佐藤　愛子／著 文藝春秋 914 ｻﾄ

一〇三歳、ひとりで生きる作法 篠田　桃紅／著 幻冬舎 914 ｼﾉ

みつえばあちゃんとボク 岡野　雄一／著 西日本新聞社 916 ｵｶ

児童書（読物） はなかっぱとエゴロウ あきやま　ただし／さく・え メディアファクトリー F ｱｷ

はなかっぱとももかっぱ あきやま　ただし／さく・え メディアファクトリー F ｱｷ

ゆうれい回転ずしにぎりずし一本勝負！ 佐川　芳枝／作 講談社 F ｻｶﾞ

あらいくんとサルのさるさわさん たかやま　えいこ／作 金の星社 F ﾀｶ

サッカク探偵団　２ 藤江　じゅん／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ 2

Ｉ　Ｌｏｖｅスヌーピー ワダ　ヒトミ／ノベライズ ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾜﾀﾞ

サバイバル・レース　１ クリスティン・イアハート／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｲｱ 1

ゆうかんな猫ミランダ エレナー・エスティス／作 岩波書店 933 ｴｽ

ブラック・レコニング ジョン・スティーブンス／著 あすなろ書房 933 ｽﾃ

児童書（知識） 市役所で働く人たち 谷　隆一／著 ぺりかん社 318

あかちゃんがわらうから おーなり　由子／著 ブロンズ新社 726

はやみねかおる公式ファンブック はやみね　かおる／作 講談社 910 ﾊﾔ

絵本 チリとチリリうみのおはなし どい　かや／作 アリス館 E ｱﾘ

チリとチリリはらっぱのおはなし どい　かや／作 アリス館 E ｱﾘ

チリとチリリまちのおはなし どい　かや／作 アリス館 E ｱﾘ

だれのものでもない岩鼻の灯台 山下　明生／文 絵本塾出版 E ｴﾎ

モンスター・ムシューとめんどり おぼ　まこと／作 絵本館 E ｴﾎ

シロクマくつや おおで　ゆかこ／作 偕成社 E ｶｲ

ちょんまげとんだ 中尾　昌稔／文 くもん出版 E ｸﾓ

ドングリ・ドングラ コマヤスカン／作 くもん出版 E ｸﾓ

ひつじの王さま オリヴィエ・タレック／作 くもん出版 E ｸﾓ

トペラトト 田島　征三／著 現代企画室 E ｹﾞﾝ

せんそうしない たにかわ　しゅんたろう／ぶん 講談社 E ｺｳ

はっきょいどーん やまもと　ななこ／作 講談社 E ｺｳ

ほしじいたけほしばあたけ 石川　基子／作 講談社 E ｺｳ

おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし エイミー・デ・ラ・ヘイ／文 徳間書店 E ﾄｸ

おちゃわんかぞく 林　木林／文 白泉社 E ﾊｸ

ポポくんのおんがくかい ａｃｃｏｔｏｔｏ／作 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ポポくんのかきごおり ａｃｃｏｔｏｔｏ／作 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ポポくんのミックスジュース ａｃｃｏｔｏｔｏ／作 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ポポくんのみんなでおすし ａｃｃｏｔｏｔｏ／作 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

しっぽがぴん おくはら　ゆめ／作 風濤社 E ﾌｳ

いしゃがよい さくら　せかい／さく 福音館書店 E ﾌｸ

きょうのおやつは わたなべ　ちなつ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

たべもんどう 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

リンドバーグ トーベン・クールマン／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

シロクマゆうびんきょく 木島　誠悟／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

あかり 林　木林／文 光村教育図書 E ﾐﾂ


