
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 暗黒グリム童話集 村田　喜代子／文 講談社 F

黒い結婚　白い結婚 窪　美澄／著 講談社 F

決戦！忠臣蔵 葉室　麟／著 講談社 F

遠縁の女 青山　文平／著 文藝春秋 F ｱｵ

機長、事件です！ 秋吉　理香子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ

永久囚人 麻見　和史／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｻ

月が導く異世界道中　１１ あずみ　圭／著 アルファポリス F ｱｽﾞ 11

密告はうたう 伊兼　源太郎／著 実業之日本社 F ｲｶﾞ

キトラ・ボックス 池澤　夏樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｹ

アーティファクトコレクター　５ 一星／著 アルファポリス F ｲﾂ 5

城をひとつ 伊東　潤／著 新潮社 F ｲﾄ

芦田川 今井　絵美子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾏ

クロカネの道 江上　剛／著 ＰＨＰ研究所 F ｴｶﾞ

桜疎水 大石　直紀／著 光文社 F ｵｵ

Ｒ．Ｓ．ヴィラセニョール 乙川　優三郎／著 新潮社 F ｵﾄ

錆びた太陽 恩田　陸／著 朝日新聞出版 F ｵﾝ

嫁をやめる日 垣谷　美雨／著 中央公論新社 F ｶｷ

心霊探偵八雲　１０ 神永　学／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾐ 10

王人　５ 神田　哲也／著 アルファポリス F ｶﾝ 5

リセット　１０ 如月　ゆすら／著 アルファポリス F ｷｻ 10

夜の谷を行く 桐野　夏生／著 文藝春秋 F ｷﾘ

やめるときも、すこやかなるときも 窪　美澄／著 集英社 F ｸﾎﾞ

彼女は鏡の中を覗きこむ 小林　エリカ／著 集英社 F ｺﾊﾞ

月の満ち欠け 佐藤　正午／著 岩波書店 F ｻﾄ

天穹のテロリズム 嶋中　潤／著 光文社 F ｼﾏ

血 新堂　冬樹／著 中央公論新社 F ｼﾝ

夜姫 新堂　冬樹／著 幻冬舎 F ｼﾝ

さすらいの皇帝ペンギン 高橋　三千綱／著 集英社 F ﾀｶ

さむらい道　上・下 高橋　義夫／著 中央公論新社 F ﾀｶ

水壁 高橋　克彦／著 ＰＨＰ研究所 F ﾀｶ

松ノ内家の居候 瀧羽　麻子／著 中央公論新社 F ﾀｷ

しあわせな死の桜 竹本　健治／著 講談社 F ﾀｹ

図書室のピーナッツ 竹内　真／著 双葉社 F ﾀｹ

百年の散歩 多和田　葉子／著 新潮社 F ﾀﾜ

えっ？平凡ですよ？？　８ 月雪　はな／著 アルファポリス F ﾂｷ 8

今日のハチミツ、あしたの私 寺地　はるな／著 角川春樹事務所 F ﾃﾗ

犬の報酬 堂場　瞬一／著 中央公論新社 F ﾄﾞｳ

おんな城主直虎　２ 森下　佳子／作 ＮＨＫ出版 F ﾄﾖ 2



日本の小説 秋山善吉工務店 中山　七里／著 光文社 F ﾅｶ

御徒の女 中島　要／著 実業之日本社 F ﾅｶ

血縁 長岡　弘樹／著 集英社 F ﾅｶﾞ

ダークナンバー 長沢　樹／著 早川書房 F ﾅｶﾞ

べっぴんさん　下 渡辺　千穂／作 ＮＨＫ出版 F ﾅｶ 2

小説日本博物館事始め 西山　ガラシャ／著 日本経済新聞出版社 F ﾆｼ

彼女の色に届くまで 似鳥　鶏／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾆﾀ

我らがパラダイス 林　真理子／著 毎日新聞出版 F ﾊﾔ

さらば愛しき魔法使い 東川　篤哉／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ

素敵な日本人 東野　圭吾／著 光文社 F ﾋｶﾞ

レスキュードッグ・ストーリーズ 樋口　明雄／著 山と溪谷社 F ﾋｸﾞ

青い服の女 平岩　弓枝／著 文藝春秋 F ﾋﾗ

奈緒と私の楽園 藤田　宜永／著 文藝春秋 F ﾌｼﾞ

黒薔薇 二上　剛／著 講談社 F ﾌﾀ

女王さまの夜食カフェ 古内　一絵／著 中央公論新社 F ﾌﾙ

誰かが見ている 宮西　真冬／著 講談社 F ﾐﾔ

出会いなおし 森　絵都／著 文藝春秋 F ﾓﾘ

花葬 悠木　シュン／著 小学館 F ﾕｳ

外国の小説 人生の段階 ジュリアン・バーンズ／著 新潮社 933 ﾊﾞﾝ

もう一度 トム・マッカーシー／著 新潮社 933 ﾏﾂ

不機嫌な女たち キャサリン・マンスフィールド／著 白水社 933 ﾏﾝ

時間のないホテル ウィル・ワイルズ／著 東京創元社 933 ﾜｲ

内面からの報告書 ポール・オースター／著 新潮社 934 ｵｽ

文庫本 おこぼれ姫と円卓の騎士　１６ 石田　リンネ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 16

三軒茶屋星座館　２ 柴崎　竜人／著 講談社 B F ｼﾊﾞ 2

獄の棘 大門　剛明／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾀﾞｲ

あきない世傳金と銀　１～３ 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ 1

屋上のテロリスト 知念　実希人／著 光文社 B F ﾁﾈ

雪の鉄樹 遠田　潤子／著 光文社 B F ﾄｵ

東京すみっこごはん　１・２ 成田　名璃子／著 光文社 B F ﾅﾘ

空想オルガン 初野　晴／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾂ

千年ジュリエット 初野　晴／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾂ

退出ゲーム 初野　晴／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾂ

初恋ソムリエ 初野　晴／著 角川書店 B F ﾊﾂ

ひとり吹奏楽部 初野　晴／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾂ

惑星カロン 初野　晴／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾂ

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

総記 図書館ハンドブック 日本図書館協会図書館ハンドブック編集委員会／編 日本図書館協会 R 010

日本の図書館　２０１６ 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

障害者サービスと著作権法 日本図書館協会障害者サービス委員会／編 日本図書館協会 015

学校図書館の教育力を活かす 塩見　昇／著 日本図書館協会 017

本屋がなくなったら、困るじゃないか ブックオカ／編 西日本新聞社 024

まだまだ知らない夢の本屋ガイド 朝日出版社 024

読売年鑑　２０１７年版 読売新聞東京本社 R 059 17



哲学 メンタルサプリ メンタリストＤａｉＧｏ／著 ヒカルランド 140

仕掛学 松村　真宏／著 東洋経済新報社 141

ひらめきスイッチ大全 サンクチュアリ出版 141

最強運を呼ぶ「掃除と片づけ」 マキノ出版 148

考え方 稲盛　和夫／著 大和書房 159

歴史 くらべる時代 おかべ　たかし／文 東京書籍 210.7

アメリカに喧嘩を売る国 古谷　経衡／著 ベストセラーズ 224

昭和天皇実録　第１０～第１２ 東京書籍 288 ｼﾖ

父と私 田中　眞紀子／著 日刊工業新聞社 289 ﾀﾅ

ゼンリン住宅地図京都府綾部市 ゼンリン 291

社会科学 人間は９タイプ 坪田　信貴／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336

ヒルビリー・エレジー Ｊ．Ｄ．ヴァンス／著 光文社 361

手話を生きる 斉藤　道雄／著 みすず書房 378

ふせんノート術 坂下　仁／監修 晋遊舎 379

山怪　２ 田中　康弘／著 山と溪谷社 388 2

自然科学 「腸もれ」があなたを壊す！ 藤田　紘一郎／著 永岡書店 493

がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事 神尾　哲男／著 幻冬舎 494

作りおき「レモン酢」「酢しょうが」「酢タマネギ」でやせる！若返る！不調が治る！ 石原　新菜／監修 マガジンハウス 498

中村天風健康哲学 伊藤　豊／著 ロングセラーズ 498

免疫力を高めて病気を自力で治すコツがわかる本 野村　喜重郎／監修 主婦の友インフォス 498

６０代から簡単に頭を鍛える法 高島　徹治／著 三笠書房 B 498

技術 川を歩いて、森へ 天野　礼子／著 中央公論新社 519

本当に似合う服に出会える魔法のルール 二神　弓子／著 西東社 589

迷わないおしゃれ 高橋　愛／著 ＷＡＶＥ出版 589

庭の野菜図鑑 青木　和子／著 文化学園文化出版局 594

はじめての裂き織りレッスン 箕輪　直子／著 誠文堂新光社 594

リサ・ラーソンはじめての刺繍 大塚　あや子／監修・刺繍制作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 594

ＬＤＫ　ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｙ　２０１７ 晋遊舎 595 17

いちごのお菓子 若山　曜子／著 マイナビ出版 596

季節の魚料理 長谷川　弓子／著 地球丸 596

親と子どものためのマインドフルネス エリーン・スネル／著 サンガ 599

産業 木のみかた 三浦　豊／著 京都：ミシマ社京都オフィス 650

キャスターという仕事 国谷　裕子／著 岩波書店 699

芸術 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａのわくわくワークショップ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／著 チャイルド本社 707

世界のはじまり バッジュ・シャーム／作・絵 タムラ堂 726

水木しげる漫画大全集　０２６・０８３ 水木　しげる／著 講談社 726

かこさとし 平凡社 726 ｶｺ

誰が書いても美しく見える字手紙入門 戸松　葉美／監修 主婦の友社 728

ひよっこ　Ｐａｒｔ１ 岡田　惠和／作 ＮＨＫ出版 778 1

言語 手話を言語と言うのなら 森　壮也／編 ひつじ書房 801

「こころ」が伝わる手紙の書き方とマナー文例集 西東社編集部／編 西東社 816

手紙・はがき・一筆箋の書き方と文例集 主婦の友社／編 主婦の友社 816

文学 文士の遺言 半藤　一利／著 講談社 910

「守り人」のすべて 上橋　菜穂子／著 偕成社 910 ｳｴ



文学 角野栄子の毎日いろいろ 角野　栄子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 910 ｶﾄﾞ

宮沢賢治の真実 今野　勉／著 新潮社 910 ﾐﾔ

愛さずにいられない 北村　薫／著 新潮社 914 ｷﾀ

あの頃 武田　百合子／著 中央公論新社 914 ﾀｹ

時の名残り 津村　節子／著 新潮社 914 ﾂﾑ

いのちの車窓から 星野　源／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914 ﾎｼ

旅人よ　どの街で死ぬか。 伊集院　静／著 集英社 915 ｲｼﾞ

生きてやろうじゃないの！ 武澤　順子／著 青志社 916 ﾀｹ

日本文学全集　２６ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 26

児童書（読物） 魔法の庭の宝石のたまご あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ

精霊の木 上橋　菜穂子／作 偕成社 F ｳｴ

銀杏堂 橘　春香／作・絵 偕成社 F ﾀﾁ

おしりたんてい　かいとうＶＳたんてい トロル／さく・え ポプラ社 F ﾄﾛ

らくだい魔女とはつこいの君 成田　サトコ／作 ポプラ社 F ﾅﾘ

お願い！フェアリー〓　１５ みずの　まい／作 ポプラ社 F ﾐｽﾞ 15

キャプテン ちば　あきお／原作 学研プラス F ﾔﾏ

サバイバル・レース　２ クリスティン・イアハート／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｲｱ 2

ぼくとベルさん フィリップ・ロイ／著 ＰＨＰ研究所 933 ﾛｲ

ありづかのフェルダ オンドジェイ・セコラ／さく　え 福音館書店 989 ｾｺ

児童書（知識） ドラえもん社会ワールド古代文明のひみつ 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 209

ドラえもん社会ワールド政治のしくみ 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 312

調べる学習子ども年鑑　２０１７ 朝日小学生新聞／監修 岩崎書店 304 17

ドラえもん社会ワールド日本と国際社会 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 319

ドラえもん社会ワールドお金のひみつ 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 337

いのちのひろがり 中村　桂子／文 福音館書店 460

声に出してマンガでおぼえる６年生の漢字 齋藤　孝／著 岩崎書店 811

絵本 おぼろ月のおさんぽ ウォルター・デ・ラ・メア／詩 岩崎書店 E ｲﾜ

だいち 谷川　俊太郎／詩 岩崎書店 E ｲﾜ

どうじょどうじょ りとう　ようい／作 絵本館 E ｴﾎ

べんべけざばばん りとう　ようい／作 絵本館 E ｴﾎ

おやおやおやつなにしてる？ 織田　道代／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

すやんこすやんこおやすみなさい オームラ　トモコ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

雲をつかむはなし あべ　弘士／作 パイプライン E ﾊﾟｲ

クララ エミリー・アーノルド・マッカリー／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

おいしいふくやさん のし　さやか／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

てのりにんじゃ 山田　マチ／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

生きる 谷川　俊太郎／詩 福音館書店 E ﾌｸ

どのはないちばんすきなはな？ いしげ　まりこ／ぶん 福音館書店 E ﾌｸ

ひよこさん 征矢　清／さく 福音館書店 E ﾌｸ

ぼくのもものき 広野　多珂子／文・絵 福音館書店 E ﾌｸ

ワニーニのぼうけん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 婦人之友社 E ﾌｼﾞ

ザキはん Ｕ‐ｓｕｋｅ／さく・え 扶桑社 E ﾌｿ

さらじいさん はせがわ　はっち／著 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ


