
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 冒険の森へ　１５ 集英社 F 15

ノッキンオン・ロックドドア 青崎　有吾／著 徳間書店 F ｱｵ

眩（くらら） 朝井　まかて／著 新潮社 F ｱｻ

ままならないから私とあなた 朝井　リョウ／著 文藝春秋 F ｱｻ

幕末！疾風伝 天野　純希／著 中央公論新社 F ｱﾏ

ソウル行最終便 安東　能明／著 祥伝社 F ｱﾝ

不惑のスクラム 安藤　祐介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾝ

アーティファクトコレクター 一星／著 アルファポリス F ｲﾂ

海の見える理髪店 荻原　浩／著 集英社 F ｵｷﾞ

死仮面 折原　一／著 文藝春秋 F ｵﾘ

杏奈は春待岬に 梶尾　真治／著 新潮社 F ｶｼﾞ

蛇の道行 加藤　元／著 講談社 F ｶﾄ

十三匹の犬 加藤　幸子／著 新潮社 F ｶﾄ

天下一の軽口男 木下　昌輝／著 幻冬舎 F ｷﾉ

アカガミ 窪　美澄／著 河出書房新社 F ｸﾎﾞ

モップの精は旅に出る 近藤　史恵／著 実業之日本社 F ｺﾝ

アンと青春 坂木　司／著 光文社 F ｻｶ

大きくなる日 佐川　光晴／著 集英社 F ｻｶﾞ

コロボックルに出会うまで 佐藤　さとる／著 偕成社 F ｻﾄ

真実の檻 下村　敦史／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾓ

札幌アンダーソング　３ 小路　幸也／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾖ 3

戦うハニー 新野　剛志／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾝ

くれなゐの紐 須賀　しのぶ／著 光文社 F ｽｶﾞ

えっ？平凡ですよ？？　１・２ 月雪　はな／著 アルファポリス F ﾂｷ

疾風に折れぬ花あり 中村　彰彦／著 ＰＨＰ研究所 F ﾅｶ

薄桜鬼　斎藤一編１・２ 長野　和泉／著 一二三書房 F ﾅｶﾞ

武蔵野アンダーワールド・セブン　２ 長沢　樹／著 東京創元社 F ﾅｶﾞ 2

ＫＵＨＡＮＡ！ 秦　建日子／著 河出書房新社 F ﾊﾀ

辛夷の花 葉室　麟／著 徳間書店 F ﾊﾑ

暗幕のゲルニカ 原田　マハ／著 新潮社 F ﾊﾗ

マチネの終わりに 平野　啓一郎／著 毎日新聞出版 F ﾋﾗ

緑衣のメトセラ 福田　和代／著 集英社 F ﾌｸ

テミスの休息 藤岡　陽子／著 祥伝社 F ﾌｼﾞ

武蔵無常 藤沢　周／著 河出書房新社 F ﾌｼﾞ

ワンダフル・ワールド 村山　由佳／著 新潮社 F ﾑﾗ

風聞き草墓標 諸田　玲子／著 新潮社 F ﾓﾛ

本懐に候 山本　音也／著 小学館 F ﾔﾏ

私のサイクロプス 山白　朝子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾏ

模範郷 リービ英雄／著 集英社 F ﾘﾋﾞ

影憑き 輪渡　颯介／著 講談社 F ﾜﾀ

蔵盗み 輪渡　颯介／著 講談社 F ﾜﾀ



外国の小説 黒い本 オルハン・パムク／著 藤原書店 929 ﾊﾟﾑ

僕の違和感　上・下 オルハン・パムク／著 早川書房 929 ﾊﾟﾑ

過ぎ去りし世界 デニス・ルヘイン／著 早川書房 933 ﾚﾍ

７つの名前を持つ少女 イ　ヒョンソ／著 大和書房 936 ｲ

ラガ ル・クレジオ／著 岩波書店 955 ﾙｸ

文庫本 悪女の囁き 安達　瑶／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱﾀﾞ

恋と悪魔と黙示録　７ 糸森　環／著 一迅社 B F ｲﾄ 7

白桜四神　９ 伊藤　たつき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ 9

鴨川食堂いつもの 柏井　壽／著 小学館 B F ｶｼ

新約とある魔術の禁書目録（インデックス）　１３ 鎌池　和馬／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｶﾏ 13

美人と張形 神崎　京介／著 講談社 B F ｶﾝ

火の粉 雫井　脩介／著 幻冬舎 B F ｼｽﾞ

君に届け　１６ 椎名　軽穂／原作 集英社 B F ｼﾓ 16

鬼舞　１７ 瀬川　貴次／著 集英社 B F ｾｶﾞ 17

ワケあり生徒会！ＮＥＸＴ　８ 春川　こばと／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾙ 8

笛吹川 藤原　緋沙子／著 講談社 B F ﾌｼﾞ

月世界小説 牧野　修／著 早川書房 B F ﾏｷ

箱入り王女の災難　３ 三川　みり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 3

突変 森岡　浩之／著 徳間書店 B F ﾓﾘ

ドクムシ 八頭　道尾／著 双葉社 B F ﾔｽﾞ

〈仮〉花嫁のやんごとなき事情　１１ 夕鷺　かのう／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 11

骸骨を乞う　上 雪乃　紗衣／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｷ 1

迎え猫 輪渡　颯介／著 講談社 B F ﾜﾀ

総合 日本の図書館　２０１５ 日本図書館協会図書館調査事業委員会／編集 日本図書館協会 R 010

小さな本の大きな世界 長田　弘／著 クレヨンハウス 019

世界の美しい本 海野　弘／解説・監修 パイインターナショナル 020

オビから読むブックガイド 竹内　勝巳／著 勉誠出版 023

「暮しの手帖」とわたし 大橋　鎭子／著 暮しの手帖社 023

哲学 幸せになる勇気 岸見　一郎／著 ダイヤモンド社 146

スパルタ婚活塾 水野　敬也／著 文響社 152

今こそ「お金の教養」を身につけなさい 菅下　清廣／著 ＰＨＰ研究所 159

空海 高村　薫／著 新潮社 188 ｸｳ

はじめての親鸞 五木　寛之／著 新潮社 188 ｼﾝ

歴史 昭和天皇実録　５～７ 東京書籍 288 ｼﾖ 5

村に火をつけ、白痴になれ 栗原　康／著 岩波書店 289 ｲﾄ

小倉昌男　祈りと経営 森　健／著 小学館 289 ｵｸﾞ

「私」を受け容れて生きる 末盛　千枝子／著 新潮社 289 ｽｴ

なるほど知図帳日本　２０１６ 昭文社 R 291 16

社会科学 高校生からわかる政治のしくみと議員のしごと 山田　健太／編集・執筆 トランスビュー 312

自治会、町内会等法人化の手引 地縁団体研究会／編集 ぎょうせい 318

イスラームとの講和 内藤　正典／著 集英社 319

世の中の見え方がガラッと変わる経済学入門 川本　明／著 ＰＨＰ研究所 331

２０１６年は株勝負の年！ 菅下　清廣／著 廣済堂出版 338

２０２０年までにお金持ちになる逆転株の見つけ方 菅下　清廣／著 青春出版社 338

仕事と介護両立ハンドブック 新田　香織／著 日本生産性本部生産性労働情報センター 366

熟年婚 黒川　祥子／著 河出書房新社 367

老人の壁 養老　孟司／著 毎日新聞出版 367

家族という病　２ 下重　暁子／著 幻冬舎 367 2



社会科学 親の「老い」を受け入れる 長尾　和宏／著 〔ブックマン社 369

認知症の人がスッと落ち着く言葉かけ 右馬埜　節子／著 講談社 369

家族幻想 杉山　春／著 筑摩書房 371
ウキウキわくわく手づくりおもちゃ！「発達」からうまれる０、１歳児のあそび 徳永　満理／編著 京都：かもがわ出版 376

絵本でひろがる子どものえがお 高山　智津子／著 チャイルド本社 376

私を通りすぎたスパイたち 佐々　淳行／著 文藝春秋 391

自然科学 野鳥と木の実と庭づくり 叶内　拓哉／著 文一総合出版 488

オオカミ、群れに戻る 李　微【イー】／著 彩流社 489

アレルギー医療革命 ＮＨＫスペシャル取材班／著 文藝春秋 493

絵でわかる食中毒の知識 伊藤　武／著 講談社 493

カラダの不調が消える奇跡の「腹巻き健康法」 石原　新菜／著 ロングセラーズ 493

ぜんぶわかる認知症の事典 河野　和彦／監修 成美堂出版 493

５０歳からのつらい症状にはこれしかない！ 高橋　浩子／著 ワニブックス 495

座ってできる！シニアヨガ 山田　いずみ／著 講談社 498

技術 世界５０００年の名建築 二階　幸恵／文 エクスナレッジ 520

洗浄と殺菌のはなし 新名　史典／編著 同文舘出版 576

大人のシンプル着こなし入門 福田　栄華／監修 朝日新聞出版 589

少しの布で作れるミニチュア小物とミニポーチ 秋田　廣子／著 ブティック社 594

女性が素敵に老いるための７２のレッスン ヒュッゲ真理亜／著 高陵社書店 595

スープ日乗 辰巳　芳子／著 文藝春秋 596

バムとケロのおいしい絵本 八木　佳奈／料理・レシピ製作 文溪堂 596

わたしのウチには、なんにもない。　４コマ総集編 ゆるり　まい／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 597

産業 コーヒーの科学 旦部　幸博／著 講談社 619

東京ディズニーシーベストガイド　２０１６－２０１７ 講談社 689

東京ディズニーリゾートベストガイド　２０１６－２０１７ 講談社 689

東京ディズニーランドパーフェクトガイドブック　２０１６ ディズニーファン編集部／編 講談社 689

放送禁止 長江　俊和／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 699

芸術 水木しげる漫画大全集　０３８ 水木　しげる／著 講談社 726 38

水木しげる漫画大全集　０５１ 水木　しげる／著 講談社 726 51

とと姉ちゃん　Ｐａｒｔ１ 西田　征史／作 ＮＨＫ出版 778 1

原節子の真実 石井　妙子／著 新潮社 778 ﾊﾗ

走れ！マンガ家ひぃこらサブスリー みやす　のんき／著 実業之日本社 782

巨人への遺言 広岡　達朗／著 幻冬舎 783

言語 結婚式＆二次会女性のスピーチ 吉川　美代子／著 日本文芸社 809

漢字の使い分けときあかし辞典 円満字　二郎／著 研究社 R 811

本物の英語力 鳥飼　玖美子／著 講談社 830

文学 俳句を遊べ！ 佐藤　文香／編 小学館 911

質問老いることはいやですか？ 落合　恵子／著 朝日新聞出版 914 ｵﾁ

おめかしの引力 川上　未映子／著 朝日新聞出版 914 ｶﾜ

あやしい探検隊台湾ニワトリ島乱入 椎名　誠／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 915 ｼｲ

日本文学全集　１６ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 16

児童書（読物） ５分間だけの彼氏 日本児童文学者協会／編 偕成社 F

黄金に輝く月 池田　美代子／作 岩崎書店 F ｲｹ

二日月 いとう　みく／作 そうえん社 F ｲﾄ

モンスター・ホテルでピクニック 柏葉　幸子／作 小峰書店 F ｶｼ

ケンガイにっ！ 高森　美由紀／作 フレーベル館 F ﾀｶ

ｏｒａｎｇｅ　１～３ 高野　苺／原作・イラスト 双葉社 F ﾄｷ

オバケ屋敷にお引っ越し 富安　陽子／作 ひさかたチャイルド F ﾄﾐ



児童書（読物） 天と地の方程式　３ 富安　陽子／著 講談社 F ﾄﾐ 3

ショクパンのワルツ ながす　みつき／作 フレーベル館 F ﾅｶﾞ

妖怪パソコンは知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 F ﾌｼﾞ

賢女ひきいる魔法の旅は ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 徳間書店 933 ｼﾞﾖ

エベレスト・ファイル マット・ディキンソン／作 小学館 933 ﾃﾞｲ

マンモスアカデミー　１・２ ニール・レイトン／作 小峰書店 933 ﾚｲ

動物と話せる少女リリアーネ　物語の花束 タニヤ・シュテーブナー／著 学研プラス 943 ｼﾕ

児童書（知識） 天使と悪魔超図鑑 梶岡　貴典／著 ポプラ社 191

戦国時代のサバイバル トリル／マンガ 朝日新聞出版 210

幕末のサバイバル もとじろう／マンガ 朝日新聞出版 210

弥生時代のサバイバル 市川　智茂／マンガ 朝日新聞出版 210

大村智ものがたり 馬場　錬成／著 毎日新聞出版 289 ｵｵ

ここで土になる 大西　暢夫／著 アリス館 291

南極のスコット大佐とシャクルトン 佐々木　マキ／作 福音館書店 297

生きる 森越　智子／作 童心社 366

恐怖のモンスター超図鑑 三輪　清宗／著 ポプラ社 388

光のモンスター超図鑑 三輪　清宗／著 ポプラ社 388

闇のモンスター超図鑑 三輪　清宗／著 ポプラ社 388

自転車ものがたり 高頭　祥八／文・絵 福音館書店 536

やなせたかし 中野　晴行／文 あかね書房 726 ﾔﾅ

サンリオキャラクターちょこっとメモ折り紙あそび いしばし　なおこ／著 ブティック社 754
小学生のミニバスケットボールシュート＆オフェンス完全マスター 小鷹　勝義／監修 メイツ出版 783

まど・みちお 谷　悦子／文 あかね書房 911 ﾏﾄﾞ

絵本 きみはしっている 五味　太郎／作 岩崎書店 E ｲﾜ

ちいさなきしゃ 五味　太郎／作 岩崎書店 E ｲﾜ

いいこでねんねできるかな きむら　ゆういち／さく 偕成社 E ｶｲ

うどん対ラーメン 田中　六大／作 講談社 E ｺｳ

クルツのごきげんしゃしんかん 加藤　晶子／作 講談社 E ｺｳ

コんガらガっちぬきあしさしあしすすめ！の本 ユーフラテス／さく 小学館 E ｼﾖ

じてんしゃギルリギルリ 角野　栄子／さく そうえん社 E ｿｳ

おいもさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

おにぎりくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

すいかくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

たまごさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

とうふさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

とうもろこしくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

とまとさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

なっとうさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ボタンちゃん 小川　洋子／作 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

数ってどこまでかぞえられる？ ロバート・Ｅ．ウェルズ／さく 評論社 E ﾋﾖ

しろいやさしいぞうのはなし かこ　さとし／作・絵 復刊ドットコム E ﾌﾂ

よるのさかなやさん 穂高　順也／文 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

マルヒゲーニョさんのウルトラ・マシーン イラリア・グアルドゥッチ／さく ほるぷ出版 E ﾎﾙ


