
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 隠す 大崎　梢／著 文藝春秋 F

招待状 赤川　次郎／著 光文社 F ｱｶ

サイレンス 秋吉　理香子／著 文藝春秋 F ｱｷ

銀の猫 朝井　まかて／著 文藝春秋 F ｱｻ

花を呑む あさの　あつこ／著 光文社 F ｱｻ

万葉恋づくし 梓澤　要／著 新潮社 F ｱｽﾞ

異世界でカフェを開店しました。　９ 甘沢　林檎／著 アルファポリス F ｱﾏ 9

狩人の悪夢 有栖川　有栖／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾘ

Ｔの衝撃 安生　正／著 実業之日本社 F ｱﾝ

夏をなくした少年たち 生馬　直樹／著 新潮社 F ｲｸ

向こうがわの蜂 池永　陽／著 ＰＨＰ研究所 F ｲｹ

東京クルージング 伊集院　静／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｼﾞ

お師匠さま、整いました！ 泉　ゆたか／著 講談社 F ｲｽﾞ

雪つもりし朝 植松　三十里／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｳｴ

果てしなき追跡 逢坂　剛／著 中央公論新社 F ｵｳ

原之内菊子の憂鬱なインタビュー 大山　淳子／著 小学館 F ｵｵ

不時着する流星たち 小川　洋子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｶﾞ

失われた地図 恩田　陸／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾝ

ビニール傘 岸　政彦／著 新潮社 F ｷｼ

秘密結社Ｌａｄｙｂｉｒｄと僕の６日間 喜多川　泰／著 サンマーク出版 F ｷﾀ

テロリストの処方 久坂部　羊／著 集英社 F ｸｻ

海に向かう足あと 朽木　祥／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸﾂ

白い衝動 呉　勝浩／著 講談社 F ｺﾞ

キリカ 澤村　伊智／著 講談社 F ｻﾜ

また、桜の国で 須賀　しのぶ／著 祥伝社 F ｽｶﾞ

主君 高殿　円／著 文藝春秋 F ﾀｶ

スイミングスクール 高橋　弘希／著 新潮社 F ﾀｶ

駒姫 武内　涼／著 新潮社 F ﾀｹ

インスタント・ジャーニー 田丸　雅智／著 実業之日本社 F ﾀﾏ

無貌の神 恒川　光太郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾂﾈ

誰かこの状況を説明してください！　７ 徒然花／著 フロンティアワークス F ﾂﾚ 7

錯迷 堂場　瞬一／著 小学館 F ﾄﾞｳ

柳生三代の鬼謀 鳥羽　亮／著 徳間書店 F ﾄﾊﾞ

ゼロ・アワー 中山　可穂／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ

血と肉 中山　咲／著 河出書房新社 F ﾅｶ

翼がなくても 中山　七里／著 双葉社 F ﾅｶ

本を守ろうとする猫の話 夏川　草介／著 小学館 F ﾅﾂ

バスを待つ男 西村　健／著 実業之日本社 F ﾆｼ

墨龍賦 葉室　麟／著 ＰＨＰ研究所 F ﾊﾑ

サロメ 原田　マハ／著 文藝春秋 F ﾊﾗ

星をつける女 原　宏一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾗ

そういう生き物 春見　朔子／著 集英社 F ﾊﾙ

罠に落ちろ 藤田　宜永／著 徳間書店 F ﾌｼﾞ



日本の小説 縫わんばならん 古川　真人／著 新潮社 F ﾌﾙ

やまと錦 村木　嵐／著 光文社 F ﾑﾗ

ついに、来た？ 群　ようこ／著 幻冬舎 F ﾑﾚ

戦始末 矢野　隆／著 講談社 F ﾔﾉ

お奉行、水がありません！ 山本　雄生／著 リンダパブリッシャーズ F ﾔﾏ

サンライズ・サンセット 山本　一力／著 双葉社 F ﾔﾏ

自由なサメと人間たちの夢 渡辺　優／著 集英社 F ﾜﾀ

溝猫長屋祠之怪 輪渡　颯介／著 講談社 F ﾜﾀ

外国の小説 小説ライムライト チャールズ・チャップリン／著 集英社 933 ﾁﾔ

Ｊ・Ｇ・バラード短編全集　２ Ｊ．Ｇ．バラード／著 東京創元社 933 ﾊﾞﾗ 2

ビリー・リンの永遠の一日 ベン・ファウンテン／著 新潮社 933 ﾌｱ

私たちが姉妹だったころ カレン・ジョイ・ファウラー／著 白水社 933 ﾌｱ

存在感のある人 アーサー・ミラー／著 早川書房 933 ﾐﾗ

深い穴に落ちてしまった イバン・レピラ／著 東京創元社 963 ﾚﾋﾟ

文庫本 小説秒速５センチメートル 新海　誠／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｼﾝ

今朝の春 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ

小夜しぐれ 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ

心星ひとつ 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ

天（そら）の梯（かけはし） 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ

花散らしの雨 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ

美雪晴れ 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ

デート・ア・ライブ　１４ 橘　公司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾀﾁ 14

冬の野 藤原　緋沙子／著 祥伝社 B F ﾌｼﾞ

探偵★日暮旅人の残り物 山口　幸三郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾔﾏ

総記 まずは、書いてみる 藍玉／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 002

本屋、はじめました 辻山　良雄／著 苦楽堂 024

哲学 人をつくる言葉 大村　智／著 毎日新聞出版 159

歴史 ギリシア人の物語　２ 塩野　七生／著 新潮社 231 2

自然科学 認知症かな？と思ったらすぐ読む本 朝田　隆／監修 技術評論社 493

腎機能が低下したときにすぐ読む本 塚本　雄介／著 技術評論社 494

技術 原発と日本の核武装 武田　邦彦／著 詩想社 539

きちんと可愛い女の子服 荒木　由紀／著 日本ヴォーグ社 593

今日から作れるおウチでタイごはん ケームティー・ニン／著 学研プラス 596

小麦粉なしでおいしいフランス菓子 大森　由紀子／著 誠文堂新光社 596

フライパンでできる米粉のパンとおやつ 多森　サクミ／著 立東舎 596

産業 羊飼いの暮らし ジェイムズ・リーバンクス／著 早川書房 645

芸術 孤独がきみを強くする 岡本　太郎／著 興陽館 723 ｵｶ

水木しげる漫画大全集　００２ 水木　しげる／著 講談社 726 2

水木しげる漫画大全集　０５７ 水木　しげる／著 講談社 726 57

読売報道写真集　２０１７ 読売新聞東京本社 748 17

べっぴんさん　Ｐａｒｔ２ 渡辺　千穂／作 ＮＨＫ出版 778 2

文学 源氏姉妹（しすたあず） 酒井　順子／著 新潮社 913 ﾑﾗ

人生の踏絵 遠藤　周作／著 新潮社 914 ｴﾝ

それでもこの世は悪くなかった 佐藤　愛子／著 文藝春秋 914 ｻﾄ

野良猫を尊敬した日 穂村　弘／著 講談社 914 ﾎﾑ

山猫珈琲　下巻 湊　かなえ／著 双葉社 914 ﾐﾅ 2

児童書（読物） 少年Ｎの長い長い旅　０２ 石川　宏千花／著 講談社 F ｲｼ 2

初恋ゆうれいアート 斉藤　洋／作 あかね書房 F ｻｲ

妖怪いじわるシャンプー 土屋　富士夫／作・絵 ＰＨＰ研究所 F ﾂﾁ

なりたて中学生　上級編 ひこ・田中／著 講談社 F ﾋｺ

「悩み部」の平和と、その限界。 麻希　一樹／著 学研プラス F ﾏｷ



児童書（読物） にげたエビフライ 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

アーチー・グリーンと錬金術師の呪い Ｄ．Ｄ．エヴェレスト／著 あすなろ書房 933 ｴﾍﾞ

おしろのばん人とガレスピー ベンジャミン・エルキン／ぶん 大日本図書 933 ｴﾙ

バクのバンバン、船にのる ポリー・フェイバー／作 徳間書店 933 ﾌｴ

児童書（知識） 大正時代のサバイバル 柏葉　比呂樹／マンガ 朝日新聞出版 210

みぢかなくらしと地方行政　２ 羽豆　成二／監修 リブリオ出版 318

発明対決　９ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 507 9

すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１５ 宮崎　祥子／構成・文 岩崎書店 619 15

獣医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所／編著 保育社 649

声に出してマンガでおぼえる５年生の漢字 齋藤　孝／著 岩崎書店 811

さてさて、きょうのおはなしは… 瀬田　貞二／再話・訳 福音館書店 908

絵本 くいしんぼうのクジラ 谷口　智則／作 あかね書房 E ｱｶ

うみキリン あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

せつぶんセブン もとした　いづみ／作 世界文化社 E ｾｶ

おいしそうなしろくま 柴田　ケイコ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ねぎぼうずのあさたろう　その１０ 飯野　和好／作 福音館書店 E ﾌｸ 10

みずたまり 殿内　真帆／作 フレーベル館 E ﾌﾚ


