
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 十年後のこと 暁方　ミセイ／ほか著 河出書房新社 F

冒険の森へ　２ 集英社 F 2

「茶の湯」の密室 愛川　晶／著 原書房 F ｱｲ

賢者の石、売ります 朱野　帰子／著 文藝春秋 F ｱｹ

片翼の折鶴 浅ノ宮　遼／著 東京創元社 F ｱｻ

天子蒙塵　第２巻 浅田　次郎／著 講談社 F ｱｻ 2

雨利終活写真館 芦沢　央／著 小学館 F ｱｼ

痣 伊岡　瞬／著 徳間書店 F ｲｵ

神の値段 一色　さゆり／著 宝島社 F ｲﾂ

アーティファクトコレクター　４ 一星／著 アルファポリス F ｲﾂ 4

竜は動かず　上・下 上田　秀人／著 講談社 F ｳｴ

本バスめぐりん。 大崎　梢／著 東京創元社 F ｵｵ

慶応三年の水練侍 木村　忠啓／著 朝日新聞出版 F ｷﾑ

野良ビトたちの燃え上がる肖像 木村　友祐／著 新潮社 F ｷﾑ

書楼弔堂　炎昼 京極　夏彦／著 集英社 F ｷﾖ

あさ美さんの家さがし 黒野　伸一／著 河出書房新社 F ｸﾛ

喧嘩（すてごろ） 黒川　博行／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸﾛ

ヤンキーは異世界で精霊に愛されます。　３ 黒井　へいほ／著 アルファポリス F ｸﾛ 3

魔法使いと副店長 越谷　オサム／著 徳間書店 F ｺｼ

ＧＯＳＩＣＫ 桜庭　一樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻｸ

沈黙法廷 佐々木　譲／著 新潮社 F ｻｻ

告白の余白 下村　敦史／著 幻冬舎 F ｼﾓ

花咲小路三丁目のナイト 小路　幸也／著 ポプラ社 F ｼﾖ

ひょうすべの国 笙野　頼子／著 河出書房新社 F ｼﾖ

私立新宿歌舞伎町学園 新堂　冬樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾝ

制裁女 新堂　冬樹／著 徳間書店 F ｼﾝ

よるのばけもの 住野　よる／著 双葉社 F ｽﾐ

土の記　上・下 高村　薫／著 新潮社 F ﾀｶ

ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　ｂｒｉｄｇｅ 堂場　瞬一／著 早川書房 F ﾄﾞｳ

社長室の冬 堂場　瞬一／著 集英社 F ﾄﾞｳ

自生の夢 飛　浩隆／著 河出書房新社 F ﾄﾋﾞ

おんな城主直虎　１ 森下　佳子／作 ＮＨＫ出版 F ﾄﾖ 1

夜の歌 なかにし　礼／著 毎日新聞出版 F ﾅｶ

神仙の告白 仁木　英之／著 新潮社 F ﾆｷ

ｉ 西　加奈子／著 ポプラ社 F ﾆｼ

タイムマシンでは、行けない明日 畑野　智美／著 集英社 F ﾊﾀ

恋のゴンドラ 東野　圭吾／著 実業之日本社 F ﾋｶﾞ

広域警察極秘捜査班ＢＵＧ 福田　和代／著 新潮社 F ﾌｸ

大雪物語 藤田　宜永／著 講談社 F ﾌｼﾞ

おばちゃんたちのいるところ 松田　青子／著 中央公論新社 F ﾏﾂ

ヘダップ！ 三羽　省吾／著 新潮社 F ﾐﾂ



日本の小説 草花たちの静かな誓い 宮本　輝／著 集英社 F ﾐﾔ

静かな雨 宮下　奈都／著 文藝春秋 F ﾐﾔ

人魚姫の椅子 森　晶麿／著 早川書房 F ﾓﾘ

ヒーローの選択 行成　薫／著 講談社 F ﾕｷ

ヤマンタカ 夢枕　獏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾕﾒ

裏関ケ原 吉川　永青／著 講談社 F ﾖｼ

いまさら翼といわれても 米澤　穂信／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖﾈ

外国の小説 炸裂志 閻　連科／著 河出書房新社 923 ｲｴ

ウインドアイ ブライアン・エヴンソン／著 新潮社 933 ｴﾌﾞ

プレイバック レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 933 ﾁﾔ

天界の眼 ジャック・ヴァンス／著 国書刊行会 933 ﾊﾞﾝ

爆発の三つの欠片 チャイナ・ミエヴィル／著 早川書房 933 ﾐﾋﾞ

神よ、あの子を守りたまえ トニ・モリスン／著 早川書房 933 ﾓﾘ

文庫本 春天繚乱　３ 九月　文／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｸﾂ

総記 超ノート術 佐藤　ねじ／著 日経ＢＰ社 002

哲学 龍神さまに愛される生きかた 五十嵐　康彦／著 自由国民社 147

歴史 半島をゆく　第１巻 安部　龍太郎／著 小学館 210.0 1

トランプ激語録 梶埜　翔／著 毎日ワンズ 289 ﾄﾗ

心理学 文藝春秋オピニオン２０１７年の論点１００ 文藝春秋 304

アメリカはなぜ日本を見下すのか？ ジェイソン・モーガン／著 ワニブックス 319

「良い質問」をする技術 粟津　恭一郎／著 ダイヤモンド社 336

財務省と大新聞が隠す本当は世界一の日本経済 上念　司／著 講談社 342

介護殺人 毎日新聞大阪社会部取材班／著 新潮社 367

自然科学 世界の美しい鳥 上田　恵介／監修 パイインターナショナル 488

鳥のフィールドサイン観察ガイド 箕輪　義隆／著 文一総合出版 488

脳神経外科医が教える病気にならない神経クリーニング 工藤　千秋／著 サンマーク出版 491

潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本 渡辺　守／監修 講談社 493

技術 つくって楽しむわら工芸 瀧本　広子／編 農山漁村文化協会 583

毎日のことだから。７分目くらいがちょうどいい 後藤　由紀子／著 ＰＨＰ研究所 590

ミニマルに暮らすｗｉｔｈ無印良品 みしぇる／著 ＳＢクリエイティブ 590

想い出のマスコット 宇山　あゆみ／作品デザイン・スタイリング・イラスト 新紀元社 594

可愛いハンガリー刺しゅう 筒井　はるみ／著 河出書房新社 594

刺繍のエンブレムＡ　ｔｏ　Ｚ ａｔｓｕｍｉ／著 文化学園文化出版局 594

刺繍のはじめかた ａｔｓｕｍｉ／著 マイナビ出版 594

フェルトのお守りラッキーチャーム ピポン／著 文化学園文化出版局 594

ブックカバーとノートカバーの作り方 えかた　けい／著 日貿出版社 594

ベルンド・ケストラーのネックウェア ベルンド・ケストラー／著 世界文化社 594

おもてなしと持ちよりレシピ 植松　良枝／著 主婦の友社 596

坂田阿希子の肉料理 坂田　阿希子／著 文化学園文化出版局 596

食前サラダ 浅野　律子／著 ジャパンマシニスト 596

狭くても、料理が楽しい台所のつくり方 後藤　由紀子／著 日本文芸社 596

大人気料理ブロガー珍獣ママのフライパンでドーン！と楽々レシピ 笠倉出版社 596

ちょっと焦がすだけの絶品レシピ 岩崎　啓子／著 辰巳出版 596

珍獣ママのガサツに楽ウマ！ごはん 後藤　麻衣子／著 笠倉出版社 596

珍獣ママの絶品ズボラごはん。 後藤　麻衣子／著 宝島社 596

産業 図書館ねこベイカー＆テイラー ジャン・ラウチ／著 早川書房 645

ヘンなインコと暮らしています。 カタヤマ　トモコ／漫画 新紀元社 646



芸術 カール・ラーション カール・ラーション／画 東京美術 723

基礎から応用までわかるデッサンの教科書 安原　成美／監修 池田書店 725

水木しげる漫画大全集　補巻２ 水木　しげる／著 講談社 726 ﾎ2

じゃがいもデ版画 山室　眞二／著・装幀・挿画 求龍堂 736

ハンガリーの刺繍 井沢　りみ／著 誠文堂新光社 753

発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原　類／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 779 ｸﾘ

図解チェス入門 渡辺　暁／著 朝日新聞出版 796

文学 日本文学全集　０７・０９ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918

捨てきらなくてもいいじゃない？ 岸本　葉子／著 中央公論新社 914 ｷｼ

もったいないばあさんの知恵袋 真珠　まりこ／作・絵 講談社 914 ｼﾝ

北の喜怒哀楽　４５年間を北朝鮮で暮らして 木下　公勝／著 高木書房 916 ｷﾉ

児童書（読物） まっしょうめん！ あさだ　りん／作 偕成社 F ｱｻ

車夫　２ いとう　みく／作 小峰書店 F ｲﾄ 2

森の石と空飛ぶ船 岡田　淳／作 偕成社 F ｵｶ

モンスター・ホテルでそっくりさん 柏葉　幸子／作 小峰書店 F ｶｼ

はじけろ！パットライス くすのき　しげのり／作 あかね書房 F ｸｽ

都会（まち）のトム＆ソーヤ　１４上 はやみね　かおる／著 講談社 F ﾊﾔ 14-1

孔明ｖｓ．妖怪孔明 三田村　信行／作 あかね書房 F ﾐﾀ

じてんしゃのほねやすみ 村上　しいこ／さく ＰＨＰ研究所 F ﾑﾗ

図書室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

オレさすらいの転校生 吉野　万理子／著 理論社 F ﾖｼ

走れ犬ぞり、命を救え！ メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

学校ねずみのフローラ ディック・キング＝スミス／作 童話館出版 933 ｷﾝ

スマート キム・スレイター／作 評論社 933 ｽﾚ

青空のかけら Ｓ．Ｅ．デュラント／作 鈴木出版 933 ﾃﾞﾕ

バクのバンバン、町にきた ポリー・フェイバー／作 徳間書店 933 ﾌｴ

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

児童書（知識） 奈良時代のサバイバル 細雪　純／マンガ 朝日新聞出版 210

円周率の謎を追う 鳴海　風／作 くもん出版 289 ｾｷ

火災のサバイバル スウィートファクトリー／文 朝日新聞出版 369

湿地生物のサバイバル 洪　在徹／文 朝日新聞出版 452

世界に１００００種もある有毒植物 ポール・ロケット／文 玉川大学出版部 470

いまを生きる１８０万種以上の動物 ポール・ロケット／文 玉川大学出版部 480

鳥のいる地球はすばらしい 国松　俊英／著 文渓堂 488

すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１２ 宮崎　祥子／構成・文 岩崎書店 619 12

スター・ウォーズメモ折り紙 いしばし　なおこ／著 ブティック社 754

絵本 まめまめくん デヴィッド・カリ／文 あすなろ書房 E ｱｽ

からあげ あおき　ひろえ／作・絵 アリス館 E ｱﾘ

どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文 アリス館 E ｱﾘ

わくせいキャベジ動物図鑑 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／作・絵 アリス館 E ｱﾘ

しちふくじん 立川　志の輔／作 岩崎書店 E ｲﾜ

えとえとがっせん 石黒　亜矢子／作 ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

きょうりゅうどーん 広瀬　克也／作 絵本館 E ｴﾎ

ニワトリぐんだん 風木　一人／作 絵本塾出版 E ｴﾎ

いのちのはな のぶみ／さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾄﾞ

いとしの毛玉ちゃん 室井　滋／作 金の星社 E ｷﾝ

たまたまタヌキ 内田　麟太郎／文 佼成出版社 E ｺｳ



絵本 は・は・は せな　けいこ／さく・え 廣済堂あかつき E ｺｳ

はじめてのオーケストラ 佐渡　裕／原作 小学館 E ｼﾖ

チャレンジミッケ！ミッケがだいすき　１ ウォルター・ウィック／作 小学館 E ｼﾖ 1

くつしたしろくん ザ・キャビンカンパニー／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

どんぐりころちゃん 正高　もとこ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

ハシビロコウのはっちゃん よしだ　あつこ／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

くまくん、はるまでおやすみなさい ブリッタ・テッケントラップ／作・絵 徳間書店 E ﾄｸ

こわい、こわい、こわい？ ラフィク・シャミ／文 西村書店 E ﾆｼ

ノラネコぐんだん　そらをとぶ 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ﾊｸ

こどものなかま レイン・スミス／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

とびっきりのともだち エイミー・ヘスト／文 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ふくろうおやこ　おやここうもり マリー＝ルイーズ・フィッツパトリック／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ぼくはちっともねむくない クリス・ホートン／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

あくたれラルフのハロウィン ジャック・ガントス／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

すてきなステッキ 深見　春夫／作 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

にげた！ 宇治　勲／絵と文 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ふくはなにからできてるの？ 佐藤　哲也／文 福音館書店 E ﾌｸ

あなのなかには… レベッカ・コッブ／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

きれいずき エミリー・グラヴェット／さく フレーベル館 E ﾌﾚ

ぜったいがっこうにはいかないからね ローレン・チャイルド／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

ぜったいたべないからね ローレン・チャイルド／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

ぜったいねないからね ローレン・チャイルド／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

ぜったいひとつだからね ローレン・チャイルド／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

ぼくのにゃんた 鈴木　康広／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

１００にんのサンタクロース 谷口　智則／作・絵 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

ここからだしてくれ～！ セドリック・ラマディエ／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ししゃもねこ 原田　剛／作 ワイヤーママ E ﾜｲ

  

京都・奈良・大阪修学旅行パーフェクトガイド あんぐる／著
雲と天気 武田　康男／監修
しごと場たんけん日本の市場　１
地層ってなんだろう　１～３ 目代　邦康／編著
守ろう・育てよう日本の水産業　１～５ 坂本　一男／監修
イケカジなぼくら　１０ 川崎　美羽／作


