
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 リアルプリンセス 寺地　はるな／著 ポプラ社 F

国語、数学、理科、漂流 青柳　碧人／著 文藝春秋 F ｱｵ

鼠、嘘つきは役人の始まり 赤川　次郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｶ

満潮 朝倉　かすみ／著 光文社 F ｱｻ

ダブル・ミステリ 芦辺　拓／著 東京創元社 F ｱｼ

月が導く異世界道中　１０ あずみ　圭／著 アルファポリス F ｱｽﾞ 10

家康　１ 安部　龍太郎／著 幻冬舎 F ｱﾍﾞ 1

蝮の孫 天野　純希／著 幻冬舎 F ｱﾏ

殺し屋、やってます。 石持　浅海／著 文藝春秋 F ｲｼ

砂漠の影絵 石井　光太／著 光文社 F ｲｼ

走狗 伊東　潤／著 中央公論新社 F ｲﾄ

蝶結び 犬飼　六岐／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾇ

あひる 今村　夏子／著 書肆侃侃房 F ｲﾏ

夜明けまで眠らない 大沢　在昌／著 双葉社 F ｵｵ

太郎とさくら 小野寺　史宜／著 ポプラ社 F ｵﾉ

七月に流れる花 恩田　陸／著 講談社 F ｵﾝ

八月は冷たい城 恩田　陸／著 講談社 F ｵﾝ

屋根をかける人 門井　慶喜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾄﾞ

クラウドガール 金原　ひとみ／著 朝日新聞出版 F ｶﾈ

２０９号室には知らない子供がいる 櫛木　理宇／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸｼ

サーベル警視庁 今野　敏／著 角川春樹事務所 F ｺﾝ

マカロンはマカロン 近藤　史恵／著 東京創元社 F ｺﾝ

沈黙法廷 佐々木　譲／著 新潮社 F ｻｻ

春に散る　上・下 沢木　耕太郎／著 朝日新聞出版 F ｻﾜ

とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記　１１ 椎名　ほわほわ／著 アルファポリス F ｼｲ 11

やみ窓 篠　たまき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾉ

さまよえる古道具屋の物語 柴田　よしき／著 新潮社 F ｼﾊﾞ

左遷社員池田リーダーになる 鈴木　孝博／著 リーブル出版 F ｽｽﾞ

電王 高嶋　哲夫／著 幻冬舎 F ﾀｶ

美しい国への旅 田中　慎弥／著 集英社 F ﾀﾅ

私はいったい、何と闘っているのか つぶやきシロー／著 小学館 F ﾂﾌﾞ

月のぶどう 寺地　はるな／著 ポプラ社 F ﾃﾗ

時が見下ろす町 長岡　弘樹／著 祥伝社 F ﾅｶﾞ

幻庵　上・下 百田　尚樹／著 文藝春秋 F ﾋﾔ

転生しちゃったよ　６ ヘッドホン侍／著 アルファポリス F ﾍﾂ 6

異界の魔術士　無敵の留学生　３ ヘロー天気／著 アルファポリス F ﾍﾛ 3

Ｇｏｏｄ　ｏｌｄ　ｂｏｙｓ 本多　孝好／著 集英社 F ﾎﾝ

カブールの園 宮内　悠介／著 文藝春秋 F ﾐﾔ

三鬼 宮部　みゆき／著 日本経済新聞出版社 F ﾐﾔ

ネコと昼寝 群　ようこ／著 角川春樹事務所 F ﾑﾚ

あのこは貴族 山内　マリコ／著 集英社 F ﾔﾏ

カズサビーチ 山本　一力／著 新潮社 F ﾔﾏ



日本の小説 まひるまの星 吉永　南央／著 文藝春秋 F ﾖｼ

ハリネズミ乙女、はじめての恋 令丈　ヒロ子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾚｲ

私をくいとめて 綿矢　りさ／著 朝日新聞出版 F ﾜﾀ

外国の小説 鬼殺し　上・下 甘　耀明／著 白水社 923 ｶﾝ

アウトサイダー フレデリック・フォーサイス／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 930 ﾌｵ

ブロンテ三姉妹の抽斗 デボラ・ラッツ／著 柏書房 930 ﾌﾞﾛ

王様のためのホログラム デイヴ・エガーズ／著 早川書房 933 ｴｶﾞ

七王国の騎士 ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン／著 早川書房 933 ﾏﾃ

さあ、見張りを立てよ ハーパー・リー／著 早川書房 933 ﾘ

文庫本 雲霧仁左衛門　前編・後編 池波　正太郎／著 新潮社 B F ｲｹ

珈琲店タレーランの事件簿　５ 岡崎　琢磨／著 宝島社 B F ｵｶ 5

聖獣様と泣きむし聖女　２ かいとーこ／著 一迅社 B F ｶｲ 2

心霊探偵八雲 神永　学／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｶﾐ

灰と幻想のグリムガル　ｌｅｖｅｌ．１～８ 十文字　青／著 オーバーラップ B F ｼﾞﾕ

本日は、お日柄もよく 原田　マハ／著 徳間書店 B F ﾊﾗ

ワケあり生徒会！ＮＥＸＴ　９ 春川　こばと／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾙ 9

増山超能力師事務所 誉田　哲也／著 文藝春秋 B F ﾎﾝ

アズミ・ハルコは行方不明 山内　マリコ／著 幻冬舎 B F ﾔﾏ

総記 スマホ断食 藤原　智美／著 潮出版社 007

「岩波少年文庫」のビブリオトーク 笹倉　剛／著 あいり出版 019

戦略読書 三谷　宏治／著 ダイヤモンド社 019

哲学 金色の鳥の本 石井　ゆかり／文 パイインターナショナル 148

黒い鳥の本 石井　ゆかり／文 パイインターナショナル 148

薔薇色の鳥の本 石井　ゆかり／文 パイインターナショナル 148

金持ち指令 さとう　みつろう／著 主婦と生活社 159

最強の働き方 ムーギー・キム／著 東洋経済新報社 159

有名企業からの脱出 冨山　和彦／著 幻冬舎 159

強運を呼び込む４７の習慣 佐藤　伝／著 ＰＨＰ研究所 B 159

歴史 日本史のなぞ 大澤　真幸／著 朝日新聞出版 210.4

人生の流儀 萩本　欽一／著 新日本出版社 281

世界一清潔な空港の清掃人 新津　春子／著 朝日新聞出版 289 ﾆｲ

社会科学 池上彰の君たちと考えるこれからのこと 池上　彰／著 日本経済新聞出版社 304

転換期を生きるきみたちへ 内田　樹／編 晶文社 304

１８歳からの民主主義 岩波新書編集部／編 岩波書店 311

お金の終活 山田　和美／著 すばる舎 324

私と介護 島田　洋七／著 新日本出版社 369

哲学する子どもたち 中島　さおり／著 河出書房新社 376

自然科学 痛くない死に方 長尾　和宏／著 ブックマン社 490

薬のやめどき 長尾　和宏／著 ブックマン社 492

図解マインドフルネス ケン・ヴェルニ／著 医道の日本社 498

技術 ＤＩＹで楽しむ手作りストーブの本 学研プラス 528

シンプル思考ですっきり身軽に暮らす やまぐち　せいこ／著 マイナビ出版 590

本気で家計を変えたいあなたへ 前野　彩／著 日本経済新聞出版社 591

白洲正子のおしゃれ 白洲　正子／著 新潮社 593

服を捨てると幸せが見つかる やまぐち　せいこ／著 ＳＢクリエイティブ 593

刺繍のエンブレム ａｔｓｕｍｉ／著 文化学園文化出版局 594

丸小ビーズでコロンと作るとりたま 市川　ナヲミ／著 ブティック社 594

小林カツ代の料理のコツ 小林　カツ代／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 596

タニア式台所しごとがシンプルになるルール 門倉　多仁亜／著 学研プラス 596



技術 ママたちが非常事態！？ ＮＨＫスペシャル取材班／著 ポプラ社 599

産業 鳥のはなし 松本　壯志／著 ＷＡＶＥ出版 646

図解実家の「空き家問題」をズバリ解決する本 牧野　知弘／著 ＰＨＰ研究所 673

スマホで成功！売れる商品写真撮影講座 久門　易／著 玄光社 674

プロが教える現場で役立つ手書きＰＯＰ さとだて　ゆめこ／著 日貿出版社 674

芸術 水木しげる漫画大全集　０３４ 水木　しげる／著 講談社 726 34

水木しげる漫画大全集　０４７ 水木　しげる／著 講談社 726 47

水木しげる漫画大全集　０５６ 水木　しげる／著 講談社 726 56

未到 岡崎　慎司／著 ベストセラーズ 783 ｵｶ

プロ野球スカウトが教える一流になる選手消える選手 上田　武司／著 祥伝社 B 783

文学 語彙力こそが教養である 齋藤　孝／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814

かぐや姫はいやな女 椎名　誠／著 新潮社 914 ｼｲ

幸せなひとりぼっち フレドリック・バックマン／著 早川書房 B 949 ﾊﾞﾂ

熊と踊れ　上・下 アンデシュ・ルースルンド／著 早川書房 B 949 ﾙｽ

楽園の世捨て人 トーマス・リュダール／著 早川書房 949 ﾘﾕ

本を読むひと アリス・フェルネ／著 新潮社 953 ﾌｴ

強制収容所のバイオリニスト ヘレナ・ドゥニチ‐ニヴィンスカ／著 新日本出版社 989 ﾄﾞｳ

下剋上受験 桜井　信一／著 産経新聞出版 916 ｻｸ

児童書（読物） カレー男がやってきた！ 赤羽　じゅんこ／作 講談社 F ｱｶ

ルルとララのアロハ！パンケーキ あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店 F ｱﾝ

ドールハウスはおばけがいっぱい 柏葉　幸子／作 ポプラ社 F ｶｼ

おばけのアッチおしろのケーキ 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

ほねほねザウルス　１７ カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 F ｸﾞﾙ

びょういんのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

スパゲッティ大さくせん 佐藤　まどか／作 講談社 F ｻﾄ

きみのためにはだれも泣かない 梨屋　アリエ／著 ポプラ社 F ﾅｼ

かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

せかいいちのねこ ヒグチ　ユウコ／絵と文 白泉社 F ﾋｸﾞ

アイドル王子は知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 F ﾌｼﾞ

ＨＭ同好会 藤野　千夜／作 理論社 F ﾌｼﾞ

○を□に！ 宮下　すずか／作 くもん出版 F ﾐﾔ

骨董通りの幽霊省 アレックス・シアラー／著 竹書房 933 ｼｱ

クリスマスとよばれた男の子 マット・ヘイグ／文 西村書店 933 ﾍｲ

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

暗号クラブ　８ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ﾜﾅ 8

くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス／作・絵 岩波書店 943 ﾌﾟﾚ

児童書（知識） 江戸の町のサバイバル 大富寺　航／マンガ 朝日新聞出版 210

室町時代のサバイバル イセケヌ／マンガ 朝日新聞出版 210

投票に行きたくなる国会の話 政野　淳子／著 筑摩書房 314

おはなしのろうそく　３１ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 376 31

トイレの自由研究　１～３ 屎尿・下水研究会／監修 フレーベル館 383

だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本 加古　里子／著 福音館書店 384

実験対決　２４ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 24

どうなっているの？だんめん図鑑 断面マン／製作・監修 小学館 500

すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１１ 宮崎　祥子／構成・文 岩崎書店 619 11

使って覚える記号図鑑 白鳥　敬／著 誠文堂新光社 801

絵本 されどオオカミ きむら　ゆういち／作・絵 あるまじろ書房 E ｱﾙ

イモリくんヤモリくん 松岡　たつひで／さく・え 岩崎書店 E ｲﾜ

きょうはそらにまるいつき 荒井　良二／著 偕成社 E ｶｲ



絵本 十二支のしりとりえほん 高畠　純／作 教育画劇 E ｷﾖ

ゆきのしたのおともだち ばん　たくま／作 くもん出版 E ｸﾓ

絵本眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤　勝彦／作 講談社 E ｺｳ

かこちゃんはひとりっこ 石津　ちひろ／さく 好学社 E ｺｳ

ガストン ケリー・ディプッチオ／文 講談社 E ｺｳ

ちっちゃいさん イソール／作 講談社 E ｺｳ

つばめこうくう もとやす　けいじ／著 佼成出版社 E ｺｳ

恐竜トリケラトプスと決戦赤い岩 黒川　みつひろ／作絵 小峰書店 E ｺﾐ

へんてこだより 斉藤　洋／作 小峰書店 E ｺﾐ

そりゃあもういいひだったよ 荒井　良二／絵 小学館 E ｼﾖ

にょっ！ ザ・キャビンカンパニー／作 小学館 E ｼﾖ

だじゃれ十二支 中川　ひろたか／文 世界文化社 E ｾｶ

おふくさん 服部　美法／ぶん・え 大日本図書 E ﾀﾞｲ

ウミガメものがたり 鈴木　まもる／作・絵 童心社 E ﾄﾞｳ

だれといっしょにいこうかな？ 得田　之久／ぶん 童心社 E ﾄﾞｳ

おすしのずかん 大森　裕子／作 白泉社 E ﾊｸ

なきごえバス えがしら　みちこ／著 白泉社 E ﾊｸ

ぼくんちのシロ すずき　みほ／著 白泉社 E ﾊｸ

やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち なかや　みわ／さく 白泉社 E ﾊｸ

ゆびさきちゃんのだいぼうけん いわい　としお／著 白泉社 E ﾊｸ

おかしなこともあるもんだ いしい　ひろし／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

すなばばば 鈴木　のりたけ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

そらとぶパン 深見　春夫／さく・え ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

なつみはなんにでもなれる ヨシタケ　シンスケ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

おべんとう さとう　めぐみ／作・絵 ひかりのくに E ﾋｶ

たんぼレストラン はやし　ますみ／作・絵 ひかりのくに E ﾋｶ

ひげらっぱ ザ・キャビンカンパニー／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

あーそーぼ やぎゅう　まちこ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

だるまちゃんしんぶん 加古　里子／さく　え 福音館書店 E ﾌｸ

だるまちゃんとにおうちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店 E ﾌｸ

どんないろがすき １００％ＯＲＡＮＧＥ／絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

天女銭湯 ペク　ヒナ／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

ヨクネルとひな ＬＥＥ／文 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

かめんやさん まきうち　れいみ／文 文芸社 E ﾌﾞﾝ

ぼくだってトカゲ 内田　麟太郎／文 文研出版 E ﾌﾞﾝ

おしりたんてい　ププッおしりたんていがふたりいる！？ トロル／さく・え ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おはなをあげる ジョナルノ・ローソン／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

まねまねおおかみ みやにし　たつや／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

しんけんしょうぶ　だるまさんがころんだ 武田　美穂／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

すばこ キム　ファン／文 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

クマですが、イヌです ダイアン・フォックス／作 光村教育図書 E ﾐﾂ

ユーゴ修道士と本を愛しすぎたクマ ケイティ・ビービ／文 光村教育図書 E ﾐﾂ

おみせやさんでくださいな！ さいとう　しのぶ／さく リーブル E ﾘﾌﾞ

いいにおいのおならをうるおとこ ジル・ビズエルヌ／文 ロクリン社 E ﾛｸ

紙芝居 パンダコパンダ　その１～３ 宮崎　駿／原案　脚本 教育画劇 K

パンダコパンダ　雨ふりサーカスの巻その１～３ 宮崎　駿／原案　脚本 教育画劇 K


