
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 決戦！新選組 葉室　麟／著 講談社 F

ハッチとマーロウ 青山　七恵／著 小学館 F ｱｵ

７番街の殺人 赤川　次郎／著 新潮社 F ｱｶ

居酒屋ぼったくり　７ 秋川　滝美／著 アルファポリス F ｱｷ 7

信長嫌い 天野　純希／著 新潮社 F ｱﾏ

人質オペラ 荒木　源／著 講談社 F ｱﾗ

あの子が結婚するなんて 五十嵐　貴久／著 実業之日本社 F ｲｶﾞ

悪左府の女 伊東　潤／著 文藝春秋 F ｲﾄ

あなたならどうする 井上　荒野／著 文藝春秋 F ｲﾉ

カンパニー 伊吹　有喜／著 新潮社 F ｲﾌﾞ

星の子 今村　夏子／著 朝日新聞出版 F ｲﾏ

家康の遠き道 岩井　三四二／著 光文社 F ｲﾜ

臆病な僕でも勇者になれた七つの教え 旺季　志ずか／著 サンマーク出版 F ｵｳ

虹の翼のミライ 旺季　志ずか／著 サンマーク出版 F ｵｳ

クジャクを愛した容疑者 大倉　崇裕／著 講談社 F ｵｵ

天上の葦　上・下 太田　愛／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ

横濱エトランゼ 大崎　梢／著 講談社 F ｵｵ

花しぐれ 梶　よう子／著 集英社 F ｶｼﾞ

カストロの尻 金井　美恵子／著 新潮社 F ｶﾅ

疑薬 鏑木　蓮／著 講談社 F ｶﾌﾞ

スノウ・エンジェル 河合　莞爾／著 祥伝社 F ｶﾜ

フォークロアの鍵 川瀬　七緒／著 講談社 F ｶﾜ

フォマルハウトの三つの燭台　倭篇 神林　長平／著 講談社 F ｶﾝ

球道恋々 木内　昇／著 新潮社 F ｷｳ

デンジャラス 桐野　夏生／著 中央公論新社 F ｷﾘ

ひよっこ　上 岡田　惠和／作 ＮＨＫ出版 F ｸﾆ 1

アンカー 今野　敏／著 集英社 F ｺﾝ

猫の傀儡 西條　奈加／著 光文社 F ｻｲ

じごくゆきっ 桜庭　一樹／著 集英社 F ｻｸ

危険領域 笹本　稜平／著 徳間書店 F ｻｻ

ファイト 佐藤　賢一／著 中央公論新社 F ｻﾄ

カタストロフ・マニア 島田　雅彦／著 新潮社 F ｼﾏ

わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本　理生／著 幻冬舎 F ｼﾏ

東京カウガール 小路　幸也／著 ＰＨＰ研究所 F ｼﾖ

めぐみ園の夏 高杉　良／著 新潮社 F ﾀｶ

暗殺者、野風 武内　涼／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｹ

囚われの島 谷崎　由依／著 河出書房新社 F ﾀﾆ



ショートショート・ＢＡＲ 田丸　雅智／著 光文社 F ﾀﾏ

日本の小説 ガーデン 千早　茜／著 文藝春秋 F ﾁﾊ

１９３４年の地図 堂場　瞬一／著 実業之日本社 F ﾄﾞｳ

ドクター・デスの遺産 中山　七里／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶ

若葉の宿 中村　理聖／著 集英社 F ﾅｶ

最果ての街 西村　健／著 角川春樹事務所 F ﾆｼ

ぷろぼの 楡　周平／著 文藝春秋 F ﾆﾚ

コンビ 畑野　智美／著 講談社 F ﾊﾀ

横浜大戦争 蜂須賀　敬明／著 文藝春秋 F ﾊﾁ

色仏 花房　観音／著 文藝春秋 F ﾊﾅ

武蔵　５・６ 花村　萬月／著 徳間書店 F ﾊﾅ

潮騒はるか 葉室　麟／著 幻冬舎 F ﾊﾑ

アノニム 原田　マハ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾗ

ラジオ・ガガガ 原田　ひ香／著 双葉社 F ﾊﾗ

探偵さえいなければ 東川　篤哉／著 光文社 F ﾋｶﾞ

白い標的 樋口　明雄／著 角川春樹事務所 F ﾋｸﾞ

笑う執行人 久間　十義／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋｻ

ストラディヴァリウスを上手に盗む方法 深水　黎一郎／著 河出書房新社 F ﾌｶ

いつの日か伝説になる 藤本　ひとみ／著 講談社 F ﾌｼﾞ

女系の教科書 藤田　宜永／著 講談社 F ﾌｼﾞ

武曲（むこく）　２ 藤沢　周／著 文藝春秋 F ﾌｼﾞ 2

新任刑事 古野　まほろ／著 新潮社 F ﾌﾙ

平家物語　犬王の巻 古川　日出男／著 河出書房新社 F ﾌﾙ

増山超能力師大戦争 誉田　哲也／著 文藝春秋 F ﾎﾝ

ダィテス領攻防記　８ 牧原　のどか／著 アルファポリス F ﾏｷ 8

ホサナ 町田　康／著 講談社 F ﾏﾁ

５まで数える 松崎　有理／著 筑摩書房 F ﾏﾂ

満月の泥枕 道尾　秀介／著 毎日新聞出版 F ﾐﾁ

永遠の道は曲りくねる 宮内　勝典／著 河出書房新社 F ﾐﾔ

常夜ノ国ノ天照 諸口　正巳／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾓﾛ

某には策があり申す 谷津　矢車／著 角川春樹事務所 F ﾔﾂ

ピエロがいる街 横関　大／著 講談社 F ﾖｺ

恋するエクソシスト　５ 梨沙／著 イースト・プレス F ﾘｻ 5

優しき悪霊 輪渡　颯介／著 講談社 F ﾜﾀ

外国の小説 世事は煙の如し 余　華／著 岩波書店 923 ﾕｲ

ピンポン パク　ミンギュ／著 白水社 929 ﾊﾟｸ

穢れの町 エドワード・ケアリー／著 東京創元社 933 ｹｱ

音楽と沈黙　１ ローズ・トレメイン／著 国書刊行会 933 ﾄﾚ 1

音楽と沈黙　２ ローズ・トレメイン／著 国書刊行会 933 ﾄﾚ 2

Ｊ・Ｇ・バラード短編全集　３ Ｊ．Ｇ．バラード／著 東京創元社 933 ﾊﾞﾗ 3

スペース・オペラ ジャック・ヴァンス／著 国書刊行会 933 ﾊﾞﾝ

われらの独立を記念し スミス・ヘンダースン／著 早川書房 933 ﾍﾝ

図書館は逃走中 デイヴィッド・ホワイトハウス／著 早川書房 933 ﾎﾜ

ＥＶＥＲＹＴＨＩＮＧ，ＥＶＥＲＹＴＨＩＮＧ ニコラ・ユン／著 静山社 933 ﾕﾝ



静寂 トーマス・ラープ／著 東京創元社 943 ﾗﾌﾟ

外国の小説 その雪と血を ジョー・ネスボ／著 早川書房 949 ﾈｽ

ちいさな国で ガエル・ファイユ／著 早川書房 953 ﾌｱ

文庫本 フィフティ・シェイズ・ダーカー　上・中・下 Ｅ　Ｌ　ジェイムズ／著 早川書房 B 933 ｼﾞｴ

春山入り 青山　文平／著 新潮社 B F ｱｵ

いつまた、君と 芦村　朋子／原作 朝日新聞出版 B F ｲｶﾞ

アキラとあきら 池井戸　潤／著 徳間書店 B F ｲｹ

神様からひと言 荻原　浩／著 光文社 B F ｵｷﾞ

ブランケット・キャッツ 重松　清／著 朝日新聞出版 B F ｼｹﾞ

細胞異植 仙川　環／著 新潮社 B F ｾﾝ

シロクロネクロ　３ 多宇部　貞人／著 アスキー・メディアワークス B F ﾀｳ

この世界の片隅に こうの　史代／原作 双葉社 B F ﾏｲ

哲学 儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇 ケント・ギルバート／著 講談社 124

あなたのその「忘れもの」コレで防げます 芳賀　繁／著 ＮＨＫ出版 141

江戸の霊界探訪録 平田　篤胤／著 幸福の科学出版 147

運がよくなるおそうじ風水 林　秀靜／著 宝島社 148

島田秀平が３万人の手相を見てわかった！「強運」の鍛え方 島田　秀平／著 ＳＢクリエイティブ 148

八百万の神さまがミカタする！ほんとうのお清め 久保田　裕道／監修 永岡書店 170

そうだ神さまに訊こう！ 蒲田　春樹／著 扶桑社 175

歴史 応仁の乱 呉座　勇一／著 中央公論新社 210.4

明治維新の正体 鈴木　荘一／著 毎日ワンズ 210.5

遺書 森　喜朗／著 幻冬舎 289 ﾓﾘ

３０日間世界一周！　１～３ 水谷　さるころ／著 イースト・プレス 290

京都の壁 養老　孟司／著 ＰＨＰ研究所 291

社会科学 ワシントン緊急報告アメリカ大乱 吉野　直也／著 日経ＢＰ社 312

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ天皇論平成２９年 小林　よしのり／著 小学館 313

自発的対米従属 猿田　佐世／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 319

お笑い自民党改憲案 ピーコ／著 金曜日 323

お金の悪魔 Ｈ．Ｍ．エンツェンスベルガー／著 晶文社 331

ドキュメント日本会議 藤生　明／著 筑摩書房 361

はじめまして、子どもの権利条約 川名　はつ子／監修 東海教育研究所 369

ある日うっかりＰＴＡ 杉江　松恋／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 374

子どもの見ている世界 内田　伸子／著 春秋社 379

なんでも自分で包む本 サマンサネット／監修 洋泉社 385

自然科学 身近な疑問がスッキリわかる理系の知識 瀧澤　美奈子／監修 青春出版社 404

歩いてわかった地球のなぜ！？ 松本　穂高／著 山川出版社 450

あなたが名医と出会うための５つのヒント 村田　幸生／著 大空出版 490

臨終、ここだけの話 志賀　貢／著 三五館 490

肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山　耕一郎／著 飛鳥新社 491

毛細血管で細胞力は上がる 橋本　洋一郎／著 小学館 491

老廃物を流す「官足法」で治る！ 行本　昌弘／著 東邦出版 492

ようこそ、認知症カフェへ 武地　一／著 ミネルヴァ書房 493

技術 虹色のチョーク 小松　成美／著 幻冬舎 589

パッチワーク教室　Ｎｏ．２（２０１６年春号）～Ｎｏ．５（２０１７年冬号） ブティック社 594



「味」で選べるなすレシピ100 オレンジページ 596

技術 忙しいママでもできる！毎日の時短ごはん 田内　しょうこ／著 辰巳出版 596

バターを使わないマフィン 吉川　文子／著 マイナビ出版 596

夢をかなえるノンシュガーパフェ 今井　洋子／著 主婦の友インフォス 596

産業 ヤンキー村の農業革命 田中　健二／著 宝島社 611

はじめてのスワッグ 岡本　典子／著 文化学園文化出版局 627

あなたの「弱み」を売りなさい。 川上　徹也／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 675

芸術 ルネサンス・コード 内田　雄大／著 幸福の科学出版 702

水木しげる漫画大全集　０１３ 水木　しげる／著 講談社 726 13

水木しげる漫画大全集　０４１ 水木　しげる／著 講談社 726 41

ゴーマニズム戦歴 小林　よしのり／著 ベストセラーズ 726 ｺﾊﾞ

ＷＯＮＤＥＲ　ＷＯＲＬＤ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／著 ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ 754

役者なんかおやめなさい 仲代　達矢／著 サンポスト 772 ﾅｶ

おんな城主直虎　後編 ＮＨＫ出版 778 2

不動心論 大山　康晴／著 ロングセラーズ 796

言語 オノマトペの謎 窪薗　晴夫／編 岩波書店 814

文学 万葉集から古代を読みとく 上野　誠／著 筑摩書房 911

山崎豊子と〈男〉たち 大澤　真幸／著 新潮社 910 ﾔﾏ

竜宮城と七夕さま 浅田　次郎／著 小学館 914 ｱｻ

男尊女子 酒井　順子／著 集英社 914 ｻｶ

死ぬのもたいへんだ 曽野　綾子／著 青志社 914 ｿﾉ

母ではなくて、親になる 山崎　ナオコーラ／著 河出書房新社 914 ﾔﾏ

一私小説書きの日乗　不屈の章 西村　賢太／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 915 ﾆｼ

うつヌケ 田中　圭一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 916 ﾀﾅ

日本文学全集　２７ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 27

児童書（読物） ５分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ／編 河出書房新社 F

５分後に戦慄のラスト エブリスタ／編 河出書房新社 F

５分後に涙のラスト エブリスタ／編 河出書房新社 F

怪盗レッド　１３ 秋木　真／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ 13

だんまりうさぎときいろいかさ 安房　直子／作 偕成社 F ｱﾜ

迷いクジラの子守歌 安東　みきえ／著 ＰＨＰ研究所 F ｱﾝ

おねえちゃんって、ほーんとつらい！ いとう　みく／作 岩崎書店 F ｲﾄ

カーネーション いとう　みく／作 くもん出版 F ｲﾄ

ときめき団地の夏祭り 宇佐美　牧子／作 くもん出版 F ｳｻ

おばけやさん　７ おかべ　りか／作 偕成社 F ｵｶ 7

キキとジジ 角野　栄子／作 福音館書店 F ｶﾄﾞ

イケカジなぼくら　１１ 川崎　美羽／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾜ 11

夏の猫 北森　ちえ／著 国土社 F ｷﾀ

ミウの花まる夏休み きたじま　ごうき／作・絵 汐文社 F ｷﾀ

七福神の大阪ツアー くまざわ　あかね／作 ひさかたチャイルド F ｸﾏ

トンチンさんはそばにいる さえぐさ　ひろこ／作 童心社 F ｻｴ

ぼくらの魔女戦記　３ 宗田　理／作 ポプラ社 F ｿｳ 3

ちゃあちゃんのむかしばなし 中脇　初枝／再話 福音館書店 F ﾅｶ

雨ふる本屋とうずまき天気 日向　理恵子／作 童心社 F ﾋﾅ



学校の都市伝説は知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 F ﾌｼﾞ

児童書（読物） 幻影の町から大脱出 三田村　信行／作 あかね書房 F ﾐﾀ

壁画にひそむ罠 三田村　信行／作 あかね書房 F ﾐﾀ

怪談収集家　山岸良介と学校の怪談 緑川　聖司／作 ポプラ社 F ﾐﾄﾞ

怪談収集家　山岸良介の冒険 緑川　聖司／作 ポプラ社 F ﾐﾄﾞ

おれたちのトウモロコシ 矢嶋　加代子／作 文研出版 F ﾔｼﾞ

楽しい川辺 ケネス・グレアム／作 西村書店 933 ｸﾞﾚ

ウォーリアーズ　４－３ エリン・ハンター／作 小峰書店 933 ﾊﾝ 4-3

児童書（知識） ほんはまっていますのぞんでいます かこ　さとし／著 復刊ドットコム 010

知識が増える辞書引き術 深谷　圭助／監修 フレーベル館 015

世界不思議地図 佐藤　健寿／著 朝日新聞出版 049

情報を整理する新聞術 岸尾　祐二／監修 フレーベル館 070

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

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

学校犬バディが教えてくれたこと 吉田　太郎／著 金の星社 370

復習に役立つノート術 菊池　省三／監修 フレーベル館 375

ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科 マウゴジャタ・ミチェルスカ／文 徳間書店 507

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

折り紙学 西川　誠司／著 今人舎 754

夢がかなうおりがみでお店やさんごっこ 朝日　勇／著 ブティック社 754

調べて、まとめて、コミュニケーション　１～５ 光村教育図書 810

５分間のサバイバル　３年生 韓　賢東／マンガ 朝日新聞出版 404 3

５分間のサバイバル　４年生 韓　賢東／マンガ 朝日新聞出版 404 4

微生物のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 465 2

絵本 九九をとなえる王子さま はまの　ゆか／作 あかね書房 E ｱｶ

しろさんとちびねこ エリシャ・クーパー／作 あすなろ書房 E ｱｽ

ひまなこなべ 萱野　茂／文 あすなろ書房 E ｱｽ

かっくんこ！ 林　よしえ／作 アリス館 E ｱﾘ

わたしの病院、犬がくるの 大塚　敦子／写真・文 岩崎書店 E ｲﾜ

へんてこレストラン 古内　ヨシ／文 絵本塾出版 E ｴﾎ

なんでもできる！？ 五味　太郎／作 偕成社 E ｶｲ

ほうちょうさんききいっぱつ みやにし　たつや／作絵 教育画劇 E ｷﾖ

いろいろきのこ 山岡　ひかる／作 くもん出版 E ｸﾓ

えじえじえじじえ 佐藤　可士和／え クレヨンハウス E ｸﾚ

ちゅうちゅうたこかいな 新井　洋行／作 講談社 E ｺｳ

ばっちゃのコグマ 志茂田　景樹／文 コミニケ出版 E ｺﾐ

おふとんさん コンドウ　アキ／作 小学館 E ｼﾖ

そらまめくんのはらっぱあそび なかや　みわ／さく 小学館 E ｼﾖ

てのひらすいぞくかん ハン　テヒ／さく 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

てのひらどうぶつえん ハン　テヒ／さく 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

はやくちこぶた はやかわ　じゅんこ／著 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

ほらなにもかもおちてくる ジーン・ジオン／ぶん 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

おばあちゃんとバスにのって マット・デ・ラ・ペーニャ／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

いたずらおおかみくん きむら　ゆういち／作 世界文化社 E ｾｶ



だんぼーるおうじ 長野　ヒデ子／作・絵 世界文化社 E ｾｶ

絵本 たなばたにょうぼう 常光　徹／文 童心社 E ﾄﾞｳ

ヒルダさんと３びきのこざる クェンティン・ブレイク／文 徳間書店 E ﾄｸ

つまんないつまんない ヨシタケ　シンスケ／著 白泉社 E ﾊｸ

ノラネコぐんだん　あいうえお 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ﾊｸ

お化けのおもてなし 川端　誠／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

はらぺこハロルド、なにがみえたの？ ケヴィン・ウォルドロン／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ちょきちょきブロッコリーさん ふくだ　じゅんこ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

わんぱくだんのゆきまつり ゆきの　ゆみこ／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

ちっちゃな木のおはなし ローレン・ロング／さく 評論社 E ﾋﾖ

このあいだになにがあった？ 佐藤　雅彦／作 福音館書店 E ﾌｸ

わたしのこねこ 澤口　たまみ／文 福音館書店 E ﾌｸ

とんこととん 武鹿　悦子／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

おたんじょうびケーキ アン　マサコ／著 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

リサとガスパールとうきょうへいく アン・グットマン／ぶん ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

だいじょうぶだよ、ゾウさん ローレンス・ブルギニョン／作 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

くまのまあすけ 馬場　のぼる／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

まあすけのぼうし 馬場　のぼる／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

トマとエマのとどけもの 大庭　賢哉／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

あっ！みーつけたっ！！ くすのき　しげのり／作 光村教育図書 E ﾐﾂ

紙芝居 赤い背中 谷口　稜曄／証言 長崎文献社 K

ノーモア・ヒバクシャ 末永　浩／編著 長崎文献社 K

  

 

「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 
 

「夢のお仕事さがし大図鑑」1～2巻 
 

「世界が感動！ 

 ニッポンのおもてなし」第1巻～第3巻 

 


