
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 ニャンニャンにゃんそろじー 有川　浩／著 講談社 F

転生王子はダラけたい　１ 朝比奈　和／著 アルファポリス F ｱｻ

貘の耳たぶ 芦沢　央／著 幻冬舎 F ｱｼ

鎮憎師 石持　浅海／著 光文社 F ｲｼ

どんぶらこ いとう　せいこう／著 河出書房新社 F ｲﾄ

ライプツィヒの犬 乾　緑郎／著 祥伝社 F ｲﾇ

諦めない女 桂　望実／著 光文社 F ｶﾂ

ガーディアンズ・ガーディアン　２ 河上　朔／著 新書館 F ｶﾜ 2

ヤンキーは異世界で精霊に愛されます。　４ 黒井　へいほ／著 アルファポリス F ｸﾛ 4

効率厨魔導師、第二の人生で魔導を極める　１～７ 謙虚なサークル／著 アルファポリス F ｹﾝ

ライオン・ブルー 呉　勝浩／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾞ

ＲｅＢｉｒｔｈ　１・２ 小林　誉／著 アルファポリス F ｺﾊﾞ

ときどき旅に出るカフェ 近藤　史恵／著 双葉社 F ｺﾝ

しみ 坂口　恭平／著 毎日新聞出版 F ｻｶ

団塊の後 堺屋　太一／著 毎日新聞出版 F ｻｶ

異世界に行ったら魔物使いになりました！　１・２ 佐竹　アキノリ／著 アルファポリス F ｻﾀ

会津執権の栄誉 佐藤　巖太郎／著 文藝春秋 F ｻﾄ

とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記　１２ 椎名　ほわほわ／著 アルファポリス F ｼｲ 12

サイレント・マイノリティ 下村　敦史／著 光文社 F ｼﾓ

ラブ・ミー・テンダー 小路　幸也／著 集英社 F ｼﾖ

虚弱高校生が世界最強となるまでの異世界武者修行日誌　２ 関　力水／著 アルファポリス F ｾｷ 2

追想の探偵 月村　了衛／著 双葉社 F ﾂｷ

かがみの孤城 辻村　深月／著 ポプラ社 F ﾂｼﾞ

父 辻　仁成／著 集英社 F ﾂｼﾞ

プログラム 土田　英生／著 河出書房新社 F ﾂﾁ

冬雷 遠田　潤子／著 東京創元社 F ﾄｵ

北条早雲　４ 富樫　倫太郎／著 中央公論新社 F ﾄｶﾞ 4

万次郎茶屋 中島　たい子／著 光文社 F ﾅｶ

凄腕 永瀬　隼介／著 文藝春秋 F ﾅｶﾞ

宿命と真実の炎 貫井　徳郎／著 幻冬舎 F ﾇｸ

暗手 馳　星周／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊｾ

ひとめぼれ 畠中　恵／著 文藝春秋 F ﾊﾀ

神さまたちのいた街で 早見　和真／著 幻冬舎 F ﾊﾔ

僕が殺した人と僕を殺した人 東山　彰良／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ

凛 蛭田　亜紗子／著 講談社 F ﾋﾙ

午前三時のサヨナラ・ゲーム 深水　黎一郎／著 ポプラ社 F ﾌｶ

劇場 又吉　直樹／著 新潮社 F ﾏﾀ

最愛の子ども 松浦　理英子／著 文藝春秋 F ﾏﾂ



日本の小説 チェーン・ピープル 三崎　亜記／著 幻冬舎 F ﾐｻ

あとは野となれ大和撫子 宮内　悠介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾔ

おもちゃ絵芳藤 谷津　矢車／著 文藝春秋 F ﾔﾂ

落語魅捨理（ミステリ）全集 山口　雅也／著 講談社 F ﾔﾏ

ファイアスターター 結城　充考／著 祥伝社 F ﾕｳ

ＢＵＴＴＥＲ 柚木　麻子／著 新潮社 F ﾕｽﾞ

海道の修羅 吉川　永青／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖｼ

外国の小説 林檎の木から、遠くはなれて トレイシー・シュヴァリエ／著 柏書房 933 ｼﾕ

私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト／著 早川書房 933 ｽﾄ

人みな眠りて カート・ヴォネガット／著 河出書房新社 933 ﾎﾞﾈ

五月の雪 クセニヤ・メルニク／著 新潮社 933 ﾒﾙ

寝た犬を起こすな イアン・ランキン／著 早川書房 933 ﾗﾝ

母の記憶に ケン・リュウ／著 早川書房 933 ﾘﾕ

誓います ダン・サヴェージ／著 みすず書房 936 ｻﾍﾞ

イートン校の２羽のフクロウ ジョナサン・フランクリン／著 エクスナレッジ 936 ﾌﾗ

原理 ジェローム・フェラーリ／著 みすず書房 953 ﾌｴ

とるにたらないちいさないきちがい アントニオ・タブッキ／著 河出書房新社 973 ﾀﾌﾞ

文庫本 老いと収納 群　ようこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 914 ﾑﾚ

暗黒女子 秋吉　理香子／著 双葉社 B F ｱｷ

今日から、あやかし町長です。　２ 糸森　環／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ 2

京都寺町三条のホームズ　6.5・７ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ

夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾓﾘ

こたえぬ背に哭き叫べ 結城　光流／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

氷血 吉川　英梨／著 宝島社 B F ﾖｼ

郷土資料 二十四節気の暮らしを味わう日本の伝統野菜 木村　正典／著 Ｇ．Ｂ． A 626

縦走 横山　季由／著 現代短歌社 A 911

総合 学校図書館のアイデア＆テクニック 秋田　倫子／著 少年写真新聞社 017

美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 美篶堂／著 河出書房新社 022

哲学 ８４．７％の女性をモテさせた僕が密室でこっそり教えていたこと モテ髪師大悟／著 サンマーク出版 159

毎日が幸せだったら、毎日は幸せと言えるだろうか？ さとう　みつろう／著 ワニブックス 159

身軽に生きる 矢作　直樹／著 海竜社 159

もしも人生が一度きりだとしたら。もしもそれが、「もしも」じゃないとしたら。 さとう　みつろう／著 ワニブックス 159

「ゆっくり力」でいい人生をおくる 斎藤　茂太／著 新講社 159

笑えるスピリチュアル さとう　みつろう／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159

歴史 「戦国大名」失敗の研究　群雄割拠篇 瀧澤　中／著 ＰＨＰ研究所 B 210.4

金閣寺・銀閣寺の住職が教える人生は引き算で豊かになる 有馬　頼底／著 文響社 188

知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード／編著 小学館 210.7

社会科学 憲法が危ない！ 鈴木　邦男／著 祥伝社 323

最新刑事訴訟法のしくみ 木島　康雄／監修 三修社 327

ビジネスモデル思考 山田　英二／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336

人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田　有史／編 慶應義塾大学出版会 366

東大が考える１００歳までの人生設計 東京大学高齢社会総合研究機構／監修 幻冬舎 367

介護破産 結城　康博／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 369

遊べる！飾れる！折り紙で作るおはなし指人形 いしばし　なおこ／著 世界文化社 376



自然科学 動物翻訳家 片野　ゆか／著 集英社 480

もしもあの動物と暮らしたら！？ 小菅　正夫／著 新星出版社 480

ハヤブサ ヘレン・マクドナルド／著 白水社 488

わが家で最期を。 千場　純／著 小学館 490

病気になったとき体の中で起きてることが見える本 ＮＨＫ／編 主婦の友社 492

犬が来る病院 大塚　敦子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 493

社交不安症がよくわかる本 貝谷　久宣／監修 講談社 493

卵アレルギーの子どものためのおいしいおやつとごはん 大矢　幸弘／監修 成美堂出版 493

便秘症状で“おなら”がよく出るそんな悩みこれで解決 南　隆介／著 日正出版 493

医者に「歩きなさい」と言われたら読む本 青山　剛／著 池田書店 498

今日からできる声帯トレーニング 角田　晃一／著 メディカルトリビューン 498

５０歳から始める介護されない体づくり 杉山　ゆみ／著 合同フォレスト 498

スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治／著 サンマーク出版 498

６０歳からの筋力づくり体にホントにいいのはどっち？ 周東　寛／著 コスモ２１ 498

技術 高校生からはじめるプログラミング 吉村　総一郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 547

Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｔｙｌｅ：ＯＬＤＥＲ＆ＷＩＳＥＲ アリ・セス・コーエン／著 大和書房 589

５０代からのおしゃれバイブル 西山　栄子／著 講談社 589

大久保信子さんに教わる人に着せる着付けと帯結び 大久保　信子／監修 世界文化社 593

あると便利なお漬けもの 大原　千鶴／著 家の光協会 596

がんばらなくていい！楽シニアの作りおき 藤野　嘉子／著 講談社 596

チーズケーキの本 オレンジページ 596

自宅が一流ホテルに大変身！ 辻　博文／著 栄光出版社 597

赤ちゃんと暮らす 本多　さおり／著 大和書房 598

いっさいはん ｍｉｎｃｈｉ／さく・え 岩崎書店 599

祖父母手帳 森戸　やすみ／監修 日本文芸社 599

産業 地域しごとづくりへの挑戦 地域しごと創生会議／編 中央公論新社 601

昭和解体 牧　久／著 講談社 686

芸術 ブリューゲルの世界 森　洋子／著 新潮社 723 ﾌﾞﾘ

水木しげる漫画大全集　０１１・０８８ 水木　しげる／著 講談社 726

子どものアトリエ 西巻　茅子／著 こぐま社 726 ﾆｼ

ゆとりの美学。 前田　健太／著 幻冬舎 783 ﾏｴ

野村克也野球論集成 野村　克也／著 徳間書店 783

文学 ミステリ国の人々 有栖川　有栖／著 日本経済新聞出版社 902

俳句のルール 井上　泰至／編 笠間書院 911

まどさんへの質問 大橋　政人／著 思潮社 911

宇治の結び　上・下 紫式部／著 理論社 913

みみずくは黄昏に飛びたつ 川上　未映子／訊く 新潮社 910 ﾑﾗ

村上春樹翻訳〈ほとんど〉全仕事 村上　春樹／著 中央公論新社 910 ﾑﾗ

やすらぎの郷　上 倉本　聰／著 双葉社 912 ｸﾗ 1

そして、ぼくは旅に出た。 大竹　英洋／著 あすなろ書房 914 ｵｵ

赤いゾンビ、青いゾンビ。 川上　弘美／著 平凡社 914 ｶﾜ

人生の選択 曽野　綾子／著 海竜社 914 ｿﾉ

まぬけなこよみ 津村　記久子／著 平凡社 914 ﾂﾑ

児童書（読物） 怪談オウマガドキ学園　２１・２２ 常光　徹／責任編集 童心社 F



児童書（読物） ５分後に思わず涙。 桃戸　ハル／編著 学研プラス F

あしたのあさは星の上 石ノ森　章太郎／著 Ｐヴァイン F ｲｼ

チキン！ いとう　みく／作 文研出版 F ｲﾄ

くろねこのどん 岡野　かおる子／作 理論社 F ｵｶ

モンスター・ホテルでパトロール 柏葉　幸子／作 小峰書店 F ｶｼ

なにがあってもずっといっしょ くさの　たき／作 金の星社 F ｸｻ

河童のユウタの冒険　上・下 斎藤　惇夫／作 福音館書店 F ｻｲ

こうえんのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

ナンシー探偵事務所 小路　すず／作 岩崎書店 F ｼﾖ

オバケとキツネの術くらべ 富安　陽子／作 ひさかたチャイルド F ﾄﾐ

ぼくたちのリアル 戸森　しるこ／著 講談社 F ﾄﾓ

香菜とななつの秘密 福田　隆浩／著 講談社 F ﾌｸ

まじょ子とプリンセスのキッチン 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

フラダン 古内　一絵／作 小峰書店 F ﾌﾙ

お願い！フェアリー〓　１８ みずの　まい／作 ポプラ社 F ﾐｽﾞ 18

空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき／作 国土社 F ﾓﾃ

ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト／著 あすなろ書房 933 ｱﾍﾟ

ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン ジョン・グリーン／作 岩波書店 933 ｸﾞﾘ

フェラルズ　２ ジェイコブ・グレイ／著 講談社 933 ｸﾞﾚ 2

霧のなかの白い犬 アン・ブース／著 あかね書房 933 ﾌﾞｽ

たんけんクラブ　シークレット・スリー ミルドレッド・マイリック／ぶん 大日本図書 933 ﾏｲ

メリーメリーおとまりにでかける ジョーン・Ｇ．ロビンソン／作・絵 岩波書店 933 ﾛﾋﾞ

暗号クラブ　９ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ﾜﾅ 9

動物と話せる少女リリアーネ　スペシャル４ タニヤ・シュテーブナー／著 学研プラス 943 ｼﾕ

１００時間の夜 アンナ・ウォルツ／作 フレーベル館 949 ｳｵ

犬とおばあさんのちえくらべ アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット／作 徳間書店 949 ｼﾕ

３つ数えて走りだせ エリック・ペッサン／著 あすなろ書房 953 ﾍﾟﾂ

美女と野獣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 953

児童書（知識） 世界の歴史　１９ 集英社 209 19

ナビラとマララ 宮田　律／著 講談社 289 ﾚﾌ

語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第１巻～第５巻 安斎　育郎／文　監修 新日本出版社 319

外国人が教えてくれた！私が感動したニッポンの文化　第１巻～第３巻 ロバート　キャンベル／監修 日本図書センター 361

職場体験完全ガイド　５１～５５ ポプラ社 366

夢のお仕事さがし大図鑑　１～５ 夢のお仕事さがし大図鑑編集委員会／編 日本図書センター 366

しくじり動物大集合 新宅　広二／著 永岡書店 480

あっくんのおくりもの 西村　豊／著 アリス館 489

月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人／作 新日本出版社 538

すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１４ 宮崎　祥子／構成・文 岩崎書店 619 14

桜守のはなし 佐野　藤右衛門／作 講談社 627

世界が感動！ニッポンのおもてなし　第１巻～第３巻 小笠原　敬承斎／監修 日本図書センター 673

つくってみよう！へんてこピープル ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／作 理論社 750

考える力が育つ魔法の折り紙あそび 杉之原　眞貴／著 ＰＨＰ研究所 754

ジャングルのサバイバル　１・２ 洪　在徹／文 朝日新聞出版 786

絵本 したじきくんとなかまたち 二宮　由紀子／作 アリス館 E ｱﾘ



絵本 にいちゃんのなみだスイッチ いとう　みく／文 アリス館 E ｱﾘ

はらっぱららら 鈴木　智子／作 アリス館 E ｱﾘ

かしてあげたいな 八木田　宜子／文 絵本塾出版 E ｴﾎ

きたきつねとしろふくろうたすけあう 手島　圭三郎／絵・文 絵本塾出版 E ｴﾎ

さんかくサンタ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 絵本館 E ｴﾎ

ひとつずつ 八木田　宜子／文 絵本塾出版 E ｴﾎ

フワフワ おおなり　修司／文 絵本館 E ｴﾎ

エリック・カールのイソップものがたり イソップ／原作 偕成社 E ｶｲ

ざっくりぶうぶうがたがたごろろ かんべ　じゅんきち／ぶん 偕成社 E ｶｲ

そらはだかんぼ！ 五味　太郎／作 偕成社 E ｶｲ

へんたこせんちょうとくらげのおうさま いとう　ひろし／作 偕成社 E ｶｲ

もりのとしょかん ふくざわ　ゆみこ／作・絵 学研プラス E ｶﾞﾂ

アントワネット ケリー・ディプッチオ／文 講談社 E ｺｳ

かおノート ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく コクヨＳ＆Ｔ E ｺｸ

いろいろいっぱい ニコラ・デイビス／文 ゴブリン書房 E ｺﾞﾌﾞ

おむかえパパ ナディーヌ・ブランコム／文 主婦の友社 E ｼﾕ

ぼくとばく 鈴木　のりたけ／作 小学館 E ｼﾖ

これあな みやにし　たつや／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

ドームがたり アーサー・ビナード／作 玉川大学出版部 E ﾀﾏ

かさちゃんです。 とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

きょうはたんじょうび 中川　ひろたか／文 童心社 E ﾄﾞｳ

ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子／作 童心社 E ﾄﾞｳ

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

わすれもの 豊福　まきこ／作 神戸：ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

みんなそれぞれ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

くすのきだんちのあめのひ 武鹿　悦子／作 ひかりのくに E ﾋｶ

わんぱくだんのおかしなおかしや ゆきの　ゆみこ／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

１２の星のものがたり ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく ヴィレッジブックス E ﾋﾞﾚ

おばけかぞくのいちにち 西平　あかね／さく 福音館書店 E ﾌｸ

きょうはパーティーのひ 樋勝　朋巳／文・絵 福音館書店 E ﾌｸ

へろへろおじさん 佐々木　マキ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

アニマルアルファベットサーカス ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく フレーベル館 E ﾌﾚ

干したから… 森枝　卓士／写真・文 フレーベル館 E ﾌﾚ

よるのようふくやさん 穂高　順也／文 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

これはまる 中川　ひろたか／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

冒険！発見！大迷路魔法使いと魔人のランプ 原　裕朗／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おべんとうばこあけたらね 松田　奈那子／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン／文 光村教育図書 E ﾐﾂ

紙芝居 生きていてよかった 片岡　ツヨ／述 長崎文献社 K


