
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 冒険の森へ　１８ 集英社 F 18

居酒屋ぼったくり　５ 秋川　滝美／著 アルファポリス F ｱｷ 5

帰郷 浅田　次郎／著 集英社 F ｱｻ

少女は花の肌をむく 朝比奈　あすか／著 中央公論新社 F ｱｻ

許されようとは思いません 芦沢　央／著 新潮社 F ｱｼ

陸王 池井戸　潤／著 集英社 F ｲｹ

海と山のピアノ いしい　しんじ／著 新潮社 F ｲｼ

青藍の峠 犬飼　六岐／著 集英社 F ｲﾇ

ビビビ・ビ・バップ 奥泉　光／著 講談社 F ｵｸ

ラジオラジオラジオ！ 加藤　千恵／著 河出書房新社 F ｶﾄ

まっぷたつの先生 木村　紅美／著 中央公論新社 F ｷﾑ

犬死伝 小嵐　九八郎／著 講談社 F ｺｱ

スパイは楽園に戯れる 五條　瑛／著 双葉社 F ｺﾞｼﾞ

クララ殺し 小林　泰三／著 東京創元社 F ｺﾊﾞ

真贋 今野　敏／著 双葉社 F ｺﾝ

スティグマータ 近藤　史恵／著 新潮社 F ｺﾝ

裸の華 桜木　紫乃／著 集英社 F ｻｸ

記憶の渚にて 白石　一文／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾗ

ウエディングドレス 玉岡　かおる／著 幻冬舎 F ﾀﾏ

晴れの日には 田牧　大和／著 文藝春秋 F ﾀﾏ

ジニのパズル 崔　実／著 講談社 F ﾁｴ

水戸黄門 月村　了衛／著 徳間書店 F ﾂｷ

私の消滅 中村　文則／著 文藝春秋 F ﾅｶ

三舟、奔る！ 仁木　英之／著 実業之日本社 F ﾆｷ

蠕動で渉れ、汚泥の川を 西村　賢太／著 集英社 F ﾆｼ

お春 橋本　治／著 中央公論新社 F ﾊｼ

伯爵夫人 蓮實　重彦／著 新潮社 F ﾊｽ

受難 帚木　蓬生／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾊ

生還せよ 福田　和代／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｸ

ＢＢ／ＰＰ 松浦　寿輝／著 講談社 F ﾏﾂ

希望荘 宮部　みゆき／著 小学館 F ﾐﾔ

長流の畔（ほとり） 宮本　輝／著 新潮社 F ﾐﾔ

ラストナイト 薬丸　岳／著 実業之日本社 F ﾔｸ

珠玉の短編 山田　詠美／著 講談社 F ﾔﾏ

ずんずん！ 山本　一力／著 中央公論新社 F ﾔﾏ

外国の小説 イエスの幼子時代 Ｊ．Ｍ．クッツェー／著 早川書房 933 ｸﾂ

アメリカン・ブラッド ベン・サンダース／著 早川書房 933 ｻﾝ

ゴールドフィンチ　１ ドナ・タート／著 河出書房新社 933 ﾀﾄ 1

分解する リディア・デイヴィス／著 作品社 933 ﾃﾞｲ

宇宙探偵マグナス・リドルフ ジャック・ヴァンス／著 国書刊行会 933 ﾊﾞﾝ

蒲公英（ダンデライオン）王朝記　巻ノ２ ケン・リュウ／著 早川書房 933 ﾘﾕ 2

ハリネズミの願い トーン・テレヘン／著 新潮社 949 ﾃﾚ

スイス人サミュエル・ブレの人生 Ｃ．Ｆ．ラミュ／著 国書刊行会 953 ﾗﾐ

アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・Ｇ．イトゥルベ／著 集英社 963 ｲﾄ

執着 ハビエル・マリアス／著 東京創元社 963 ﾏﾘ

文庫本 おこぼれ姫と円卓の騎士　１４ 石田　リンネ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 14

魔道学園の絶縁同盟 かいとーこ／著 一迅社 B F ｶｲ



文庫本 白銀の逃亡者 知念　実希人／著 幻冬舎 B F ﾁﾈ

郷土資料 新編物語藩史　第７巻 児玉　幸多／監修 新人物往来社 A 210.5

総記 枕元の本棚 津村　記久子／著 実業之日本社 019

花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編集部 小榑　雅章／著 暮しの手帖社 023

哲学 感情的にならない本 和田　秀樹／著 新講社 141

すぐそばも幸せにできないで。 高島　大／著 ワニブックス 159

ネガティブ思考力 榎本　博明／著 幻冬舎 159

歴史 日本２百名山ひと筆書き 田中　陽希／著 ＮＨＫ出版 291

歴史家の案内する京都 仁木　宏／編著 文理閣 291

社会科学 これでいいのか！日本の民主主義 榎澤　幸広／編著 現代人文社 312

世界史の大転換 佐藤　優／著 ＰＨＰ研究所 319

スティグリッツ教授のこれから始まる「新しい世界経済」の教科書 ジョセフ・Ｅ．スティグリッツ／著 徳間書店 332

日本で老いて死ぬということ 朝日新聞迫る２０２５ショック取材班／著 朝日新聞出版 367

女性目線で徹底的に考えた防災ＢＯＯＫ マガジンハウス 369

貧困　子供のＳＯＳ 読売新聞社会部／著 中央公論新社 369

わが家の防災ハンドブック 山村　武彦／監修 家の光協会 369

おばけ大集合 山本　和子／著 チャイルド本社 376

自然科学 地球を「売り物」にする人たち マッケンジー・ファンク／著 ダイヤモンド社 451

知らないと危ない毒の話 井上　浩義／著 アーク出版 491

あなたのためなら死んでもいいわ 水澤　都加佐／著 春秋社 493

家族みんなを元気にするグルテンフリーレシピ 伊藤　ミホ／著 清流出版 493

避けたいおやつ・食べさせたいおやつ 天笠　啓祐／編著 芽ばえ社 493

技術 やってみませんかダンボールコンポスト 有機農産物普及・堆肥化推進協会／編 合同出版 518

ＥＭＩＲＩ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｓａｍｐｌｅ 辺見　えみり／著 ワニブックス 589

ココロでやせるダイエット 心屋　仁之助／著 ＰＨＰ研究所 595

一日一氷 原田　泉／著 ぴあ 596

産業 メダカ生活はじめませんか？ 馬場　浩司／監修 ナツメ社 666

芸術 日本の伝統＆絶景１００ 朝日新聞出版／編集 朝日新聞出版 709

夜の木 バッジュ・シャーム／画 武蔵野：タムラ堂 726

おばけだゾォ～ 藤田　勝治／著 一声社 750

宝塚歌劇　柚希礼音論 松島　奈巳／著 東京堂出版 775 ﾕｽﾞ

文学 夜を乗り越える 又吉　直樹／著 小学館 910

果てなき便り 津村　節子／著 岩波書店 910 ﾖｼ

ベスト・エッセイ　２０１６ 日本文藝家協会／編 光村図書出版 914 16

いまそこにいる君は 北方　謙三／著 新潮社 914 ｷﾀ

美を尽くして天命を待つ 林　真理子／著 マガジンハウス 914 ﾊﾔ

つぶやくみつる やく　みつる／著 自由国民社 914 ﾔｸ

児童書（読物） まよなかのぎゅうぎゅうネコ 葦原　かも／作 講談社 F ｱｼ

マキちゃんのえにっき いせ　ひでこ／著 平凡社 F ｲｾ

ドタバタヒーロードジルくん　２～３ 大空　なごむ／作・絵 ポプラ社 F ｵｵ

ひみつのわくわく七ふしぎ 如月　かずさ／作 小峰書店 F ｷｻ

Ｑ→Ａ 草野　たき／著 講談社 F ｸｻ

ほねほねザウルス　１５ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F ｸﾞﾙ

表参道高校合唱部！　２～３ 櫻井　剛／脚本 学研プラス F ｸﾜ

せなか町から、ずっと 斉藤　倫／著 福音館書店 F ｻｲ

くまくんとうさぎくん　くもようび さえぐさ　ひろこ／文 アリス館 F ｻｴ

モツ焼きウォーズ ささき　かつお／作 ポプラ社 F ｻｻ

ぼくはおばけのかていきょうし さとう　まきこ／作 あかね書房 F ｻﾄ

目の見えない子ねこ、どろっぷ 沢田　俊子／文 講談社 F ｻﾜ

犬たちからのプレゼント　１～３ 高橋　うらら／作 集英社 F ﾀｶ

ガリばあとなぞの石 たから　しげる／作 文溪堂 F ﾀｶ

おとのさま、ひこうきにのる 中川　ひろたか／作 佼成出版社 F ﾅｶ

絶望鬼ごっこ　１～４ 針　とら／作 集英社 F ﾊﾘ

おさんぽぐるぐる 飯野　由希代／作 文研出版 F ﾊﾝ



児童書（読物） チビまじょチャミーとハートのくに 藤　真知子／作 岩崎書店 F ﾌｼﾞ

ストロボ・エッジ 咲坂　伊緒／原作 集英社 F ﾏﾂ

エレベーターは秘密のとびら 三野　誠子／作 岩崎書店 F ﾐﾉ

赤のはんたいは？ 宮下　すずか／作 くもん出版 F ﾐﾔ

てんのないにっき 宮下　すずか／作 くもん出版 F ﾐﾔ

チョコちゃん 椰月　美智子／さく そうえん社 F ﾔｽﾞ

チョコちゃんときゅうしょく 椰月　美智子／さく そうえん社 F ﾔｽﾞ

先生、しゅくだいわすれました 山本　悦子／作 童心社 F ﾔﾏ

山田県立山田小学校　１～６ 山田　マチ／作 あかね書房 F ﾔﾏ

ふりかけの神さま 令丈　ヒロ子／さく 佼成出版社 F ﾚｲ

カリブの巨大ザメ メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

プリンセス★マジックルビー　１～４ ジェニー・オールドフィールド／作 ポプラ社 933 ｵﾙ

魔女のふしぎな道具 ルース・チュウ／作 フレーベル館 933 ﾁﾕ

ディキシーと世界一の赤い車 シャーリー・ヒューズ／文 あすなろ書房 933 ﾋﾕ

最後のゲーム ホリー・ブラック／作 ほるぷ出版 933 ﾌﾞﾗ

ペットのきんぎょがおならをしたら…？ マイケル・ローゼン／作 徳間書店 933 ﾛｾﾞ

ピッチの王様　１～４ ティロ／文 ほるぷ出版 943 ﾃｲ

ゴーストの騎士 コルネーリア・フンケ／著 ＷＡＶＥ出版 943 ﾌﾝ

児童書（知識） こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの江戸大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 210

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの日本史大達人　１～３ 秋本　治／キャラクター原作 集英社 210

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの地理大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 291

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの国のしくみ大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 312

みんなのチャンス 石井　光太／著 少年写真新聞社 367

戦場カメラマン渡部陽一が見た世界　１～３ 渡部　陽一／写真・文 くもん出版 384

親子でできるたのしい科学実験 カレン・ロマノ・ヤング／著 日経ナショナルジオグラフィック社 407

かずの冒険　海編 香川　元太郎／作・絵 小学館 410

かずの冒険　空編 香川　元太郎／作・絵 小学館 410

かずの冒険　地底編 香川　元太郎／作・絵 小学館 410

かずの冒険　野山編 香川　元太郎／作・絵 小学館 410

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんのまんぷくかけ算わり算 秋本　治／キャラクター原作 集英社 411

ちびまる子ちゃんのかけ算わり算 福嶋　淳史／著 集英社 411

身近な物質のひみつ 山口　晃弘／監修 ＰＨＰ研究所 431

みずとくうきのふしぎ 藤子・Ｆ・不二雄／原作 小学館 435

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの宇宙大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 440

星座神話と星空観察 沼澤　茂美／著 誠文堂新光社 443

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの地球のしくみ大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 450

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの気象大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 451

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの恐竜大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 457

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの生物大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 460

大津波のあとの生きものたち 永幡　嘉之／写真・文 少年写真新聞社 462

もぐもぐどうぶつえん なかの　ひろみ／文・構成 ひさかたチャイルド 480

水の国の迷路 香川　元太郎／作・絵 ＰＨＰ研究所 481

ザリガニ 中山　れいこ／著 少年写真新聞社 485

カイコ 中山　れいこ／著 少年写真新聞社 486

カエル 中山　れいこ／著 少年写真新聞社 487

メダカ 中山　れいこ／著 少年写真新聞社 487

サメと肉食動物たち メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの人体大探検 秋本　治／キャラクター原作 集英社 491

東京駅をつくった男 大塚　菜生／著 くもん出版 523

女子力アップ↑おまじないスイーツ 宮沢　うらら／著 汐文社 596

「親子あそび」のえほん 武本　佳奈絵／文 あすなろ書房 599

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの産業と仕事大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 602

お米ができるまで 岩貞　るみこ／作 講談社 616

身近なものでつくる自由工作 菅原　はるみ／作 志木：ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 750



児童書（知識） ウラワザ伝授！野球・サッカー・ドッジボール 近藤　隆夫／著 汐文社 783

ジュニアのためのサーフィン最強上達バイブル 日本サーフィン連盟／監修 メイツ出版 785

恐怖！おばけやしきめいろブック　怪談日本一周 ＷＩＬＬこども知育研究所／編 金の星社 798

恐怖！おばけやしきめいろブック　妖怪商店街 ＷＩＬＬこども知育研究所／編 金の星社 798

恐怖！おばけやしきめいろブック　幽霊船からの脱出 ＷＩＬＬこども知育研究所／編 金の星社 798

恐怖！おばけやしきめいろブック　地獄めぐり ＷＩＬＬこども知育研究所／編 金の星社 798

恐怖！おばけやしきめいろブック　学校の七不思議 ＷＩＬＬこども知育研究所／編 金の星社 798

恐怖！おばけやしきめいろブック　絶叫ゆうえんちへようこそ ＷＩＬＬこども知育研究所／編 金の星社 798

恐怖！おばけやしきめいろブック ＷＩＬＬこども知育研究所／編 金の星社 798

まちがいさがし大問題　妖怪編 このみ・プラニング／作 小峰書店 798

声に出してマンガでおぼえる１年生の漢字 齋藤　孝／著 岩崎書店 811

声に出してマンガでおぼえる３年生の漢字 齋藤　孝／著 岩崎書店 811

声に出してマンガでおぼえる２年生の漢字 齋藤　孝／著 岩崎書店 811

ちびまる子ちゃんの読めるとたのしい難読漢字教室 川嶋　優／著 集英社 811

ちびまる子ちゃんの語源教室 荒尾　禎秀／著 集英社 812

ちびまる子ちゃんの似たもの漢字使い分け教室 関根　健一／著 集英社 814

マンガでおぼえることわざ・慣用句 齋藤　孝／著 岩崎書店 814

ちびまる子ちゃんの敬語教室 関根　健一／著 集英社 815

ちびまる子ちゃんの文法教室 貝田　桃子／著 集英社 815

ちびまる子ちゃんの作文教室 貝田　桃子／著 集英社 816

トムとジェリーのすらすら書ける３・４年生の読書感想文 大熊　徹／監修 河出書房新社 816

ちびまる子ちゃんの英語教室 池田　紅玉／著 集英社 830

ちびまる子ちゃんの小学生英語 さくら　ももこ／キャラクター原作 集英社 830

ちびまる子ちゃんの古典教室 貝田　桃子／著 集英社 910

ちびまる子ちゃんの短歌教室 小島　ゆかり／著 集英社 911

根っこのえほん　１ 中野　明正／編著 大月書店 471 1

ちびまる子ちゃんの慣用句教室　続 川嶋　優／著 集英社 814 2

ちびまる子ちゃんの四字熟語教室　続 川嶋　優／著 集英社 814 2

読書感想文書き方ドリル　２０１６ 大竹　稽／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 816 16

絵本 おばけトリックアート　２～３ 北岡　明佳／監修 あかね書房 E ｱｶ

ジャガーとのやくそく アラン・ラビノヴィッツ／作 あかね書房 E ｱｶ

ねっけつ！怪談部 林家　彦いち／作 あかね書房 E ｱｶ

ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口　智則／作 アリス館 E ｱﾘ

ぼくはひまわり ヒラリー・ロビンソン／文 絵本塾出版 E ｴﾎ

てんぐのてんちゃんぴよよよーん フィリケえつこ／作・絵 学研プラス E ｶﾞﾂ

ガマ王子ｖｓザリガニ魔人 後藤　ひろひと／文 求龍堂 E ｷﾕ

おばけのやだもん ひらの　ゆきこ／さく・え 東京〕：教育画劇 E ｷﾖ

てるてるぼうず おぐま　こうじ／さく くもん出版 E ｸﾓ

イソップ絵本館 イソップ／原作 講談社 E ｺｳ

うさぎのニコラス リチャード・スキャリー／え 好学社 E ｺｳ

さがすえほんごちゃまぜ 中垣　ゆたか／作 佼成出版社 E ｺｳ

ぞうちゃんとねずみちゃん 三浦　太郎／作 講談社 E ｺｳ

バーバパパのちえあそび アネット＝チゾン／さく 講談社 E ｺｳ

パンどうぞ 彦坂　有紀／作 講談社 E ｺｳ

恐竜ＡＢＣ 黒川　みつひろ／作絵 小峰書店 E ｺﾐ

まいにちイキイキねむりのふしぎ 木村　倫子／絵 少年写真新聞社 E ｼﾖ

オオカミさん、いまなんじ？ デビ・グリオリ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

きょうりゅうだいはっけんずかん 真鍋　真／監修 世界文化社 E ｾｶ

もういいかい 中野　真典／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

いちにちこんちゅう ふくべ　あきひろ／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ゆっくとすっくＢａｂｙ　あむあむ たかてら　かよ／ぶん ひかりのくに E ﾋｶ

ゆっくとすっくＢａｂｙ　ころん！ たかてら　かよ／ぶん ひかりのくに E ﾋｶ

わんぱくだんのてるてるぼうず ゆきの　ゆみこ／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

あたし、うそついちゃった ローラ・ランキン／さく 評論社 E ﾋﾖ



絵本 海のなかのぞいた よしの　ゆうすけ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

ロボとピュータのはいくえほん　なつやすみのまき あらしやま　こうざぶろう／ぶん 福音館書店 E ﾌｸ

みる 谷川　俊太郎／文 復刊ドットコム E ﾌﾂ

しあわせなおうじ オスカー・ワイルド／原作 フレーベル館 E ﾌﾚ

ねこざかなのたんじょうび わたなべ　ゆういち／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

はだかのおうさま アンデルセン／原作 フレーベル館 E ﾌﾚ

まんなかのはらのおべんとうや やすい　すえこ／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

もしもせかいがたべものでできていたら カール・ワーナー／写真・文 フレーベル館 E ﾌﾚ

おれさまはようかいやで あんず　ゆき／さく 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

カブトムシのなつ いしい　つとむ／作 文研出版 E ﾌﾞﾝ

ねむりひつじのウルル 篠原　利佳／文 文芸社 E ﾌﾞﾝ

みんなであそぼ 塚本　馨三／構成・イラスト 平凡社 E ﾍｲ

いのちの木 ブリッタ・テッケントラップ／作絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

なんのじゅうたい？ オームラ　トモコ／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

いそあそびしようよ！ はた　こうしろう／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

寿限無 斎藤　孝／文 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

白い池黒い池 リタ・ジャハーン＝フォルーズ／再話 光村教育図書 E ﾐﾂ

トラさん、あばれる ピーター・ブラウン／作 光村教育図書 E ﾐﾂ

ぼくはニコデム アニエス・ラロッシュ／文 光村教育図書 E ﾐﾂ

王さまＡＢＣ 寺村　輝夫／原作 理論社 E ﾘﾛ

  


