
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 迷－まよう－ 大沢　在昌／著 新潮社 F

惑－まどう－ 大崎　梢／著 新潮社 F

決戦！関ケ原　２ 葉室　麟／著 講談社 F 2

月が導く異世界道中　１２ あずみ　圭／著 アルファポリス F ｱｽﾞ 12

弥栄の烏 阿部　智里／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

濱地健三郎の霊なる事件簿 有栖川　有栖／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾘ

ＡＸ 伊坂　幸太郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｻ

ＭＭ 市川　拓司／著 小学館 F ｲﾁ

少女は夜を綴らない 逸木　裕／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾂ

絢爛たる奔流 岩井　三四二／著 講談社 F ｲﾜ

ジャパン・トリップ 岩城　けい／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾜ

塔と重力 上田　岳弘／著 新潮社 F ｳｴ

光二郎分解日記 大山　淳子／著 講談社 F ｵｵ

帝都大捜査網 岡田　秀文／著 東京創元社 F ｵｶ

病弱探偵 岡崎　琢磨／著 講談社 F ｵｶ

真ん中の子どもたち 温　又柔／著 集英社 F ｵﾝ

うなぎ女子 加藤　元／著 光文社 F ｶﾄ

歴史はバーで作られる 鯨　統一郎／著 双葉社 F ｸｼﾞ

囚われの盤 小島　環／著 講談社 F ｺｼﾞ

家族のあしあと 椎名　誠／著 集英社 F ｼｲ

風とにわか雨と花 小路　幸也／著 キノブックス F ｼﾖ

さあ、文学で戦争を止めよう 笙野　頼子／著 講談社 F ｼﾖ

桶狭間の四人 鈴木　輝一郎／著 毎日新聞出版 F ｽｽﾞ

小指が燃える 青来　有一／著 文藝春秋 F ｾｲ

君が夏を走らせる 瀬尾　まいこ／著 新潮社 F ｾｵ

ネタ元 堂場　瞬一／著 講談社 F ﾄﾞｳ

ゴースト 中島　京子／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ

ニュータウンクロニクル 中澤　日菜子／著 光文社 F ﾅｶ

ネメシスの使者 中山　七里／著 文藝春秋 F ﾅｶ

銀河の通信所 長野　まゆみ／著 河出書房新社 F ﾅｶﾞ

月夜に溺れる 長沢　樹／著 光文社 F ﾅｶﾞ

黄泉坂案内人　３条目 仁木　英之／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾆｷ 3

潮風エスケープ 額賀　澪／著 中央公論新社 F ﾇｶ

影裏 沼田　真佑／著 文藝春秋 F ﾇﾏ

とるとだす 畠中　恵／著 新潮社 F ﾊﾀ

星砂物語 ロジャー・パルバース／著 講談社 F ﾊﾟﾙ

タフガイ 藤田　宜永／著 早川書房 F ﾌｼﾞ

非常出口の音楽 古川　日出男／著 河出書房新社 F ﾌﾙ

四時過ぎの船 古川　真人／著 新潮社 F ﾌﾙ

監督の問題 本城　雅人／著 講談社 F ﾎﾝ

祝言島 真梨　幸子／著 小学館 F ﾏﾘ

俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない 水沢　秋生／著 光文社 F ﾐｽﾞ

わざと忌み家を建てて棲む 三津田　信三／著 中央公論新社 F ﾐﾂ

ゲート　ＳＥＡＳＯＮ２－１ 柳内　たくみ／著 アルファポリス F ﾔﾅ 2-1



日本の小説 吾が身をもって、叶えよと 結城　光流／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾕｳ

孟徳と本初 吉川　永青／著 講談社 F ﾖｼ

レイン　１４・１５ 吉野　匠／著 アルファポリス F ﾖｼ

外国の小説 神秘大通り　上・下 ジョン・アーヴィング／著 新潮社 933 ｱﾋﾞ

オープン・シティ テジュ・コール／著 新潮社 933 ｺﾙ

ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー／著 求龍堂 933 ｼｱ

ベルリンに一人死す ハンス・ファラダ／著 みすず書房 943 ﾌｱ

至福の烙印 クラウス・メルツ／著 白水社 943 ﾒﾙ

文庫本 ダイバージェント　３上・下 ベロニカ・ロス／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 933 ﾛｽ 3

怒り　上・下 ジグムント・ミウォシェフスキ／著 小学館 B 989 ﾐｳ

恋と悪魔と黙示録　９ 糸森　環／著 一迅社 B F ｲﾄ 9

オーダーは探偵に　９ 近江　泉美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵｳ 9

悦ちゃん 獅子　文六／著 筑摩書房 B F ｼｼ

関ケ原　上・中・下 司馬　遼太郎／著 新潮社 B F ｼﾊﾞ

藍より出でて 辻堂　魁／著 光文社 B F ﾂｼﾞ

親子坂 辻堂　魁／著 光文社 B F ﾂｼﾞ

冬かげろう 辻堂　魁／著 光文社 B F ﾂｼﾞ

冥途の別れ橋 辻堂　魁／著 光文社 B F ﾂｼﾞ

もどり途 辻堂　魁／著 光文社 B F ﾂｼﾞ

セシルのもくろみ 唯川　恵／著 光文社 B F ﾕｲ

総記 死ぬほど読書 丹羽　宇一郎／著 幻冬舎 019

十歳までに読んだ本 西　加奈子／ほか著 ポプラ社 019

絵本の庭へ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 R 028

「ポスト真実」の時代 津田　大介／著 祥伝社 070

哲学 幸・福を呼ぶ開運住宅 柴山　壽子／著 ジェイアイシー 148

ママっちのおもしろ気学風水 柴山　寿子／著 現代書林 148

歴史 今こそ、韓国に謝ろう 百田　尚樹／著 飛鳥新社 221

路地の子 上原　善広／著 新潮社 289 ｳｴ

社会科学 日本人だけが知らない砂漠のグローバル大国ＵＡＥ 加茂　佳彦／著 講談社 302

裏切りと嫉妬の「自民党抗争史」 浅川　博忠／著 講談社 B 315

科学捜査ケースファイル ヴァル・マクダーミド／著 化学同人 317

石つぶて 清武　英利／著 講談社 326

日本会議の研究 菅野　完／著 扶桑社 361

我が家を売る時も買う時も絶対損しない方法 金子　徳公／著 現代書林 365

定年後 楠木　新／著 中央公論新社 367

発達障害の子の健康管理サポートブック 梅永　雄二／監修 講談社 378

孫がＡＳＤって言われたら？！ ナンシー・ムクロー／著 明石書店 378

睡眠時間を削らず塾にも行かず現役で国立医学部に合格した私の勉強法 成田　奈緒子／著 芽ばえ社 379

自然科学 ぼくの村がゾウに襲われるわけ。 岩井　雪乃／著 合同出版 480

Ｚｏｏっとたのしー！動物園 小宮　輝之／著・写真 文一総合出版 489

世界の最新医学が証明した究極の疲れないカラダ 仲野　広倫／著 アチーブメント出版 492

全ての病気は「口の中」から！ 森永　宏喜／著 さくら舎 497

技術 最高のヘナを求めて 森田　要／著 茅花舎 576

おさよさんの無理なくつづく家事ぐせ おさよさん／著 主婦の友社 590

大切なものを直して長く使う本 宝島社 590

ミニマリストの持ちもの帖 尾崎　友吏子／著 ＮＨＫ出版 590

乙女のソーイングＢＯＯＫ　８ ブティック社 593 8

女の子のハンドメイド服 ブティック社 593

ＭＡＫＥ　ＵＰ　ＹＯＵＲ　ＬＩＦＥ綺麗の法則 福井　美余／著 三笠書房 595

整理＆収納のコツ１２４ 文化出版局／編 文化学園文化出版局 597

産業 一番よくわかる庭木の剪定 小池　英憲／監修 新星出版社 627



産業 生きる職場 武藤　北斗／著 イースト・プレス 667

新企画 鈴木　おさむ／著 幻冬舎 699

芸術 かこさとし 河出書房新社 726 ｶｺ

ピアニストだって冒険する 中村　紘子／著 新潮社 762 ﾅｶ

誰でもはじめられるクロスバイク＆ロードバイク 成美堂出版編集部／編著 成美堂出版 786

言語 三省堂新旧かなづかい辞典 三省堂編修所／編 三省堂 R 811

三省堂反対語対立語辞典 三省堂編修所／編 三省堂 R 813

文学 本格力 喜国　雅彦／著 講談社 902

バブルノタシナミ 阿川　佐和子／著 世界文化社 914 ｱｶﾞ

あなたの人生を、誰かと比べなくていい 五木　寛之／著 ＰＨＰ研究所 914 ｲﾂ

孤独のすすめ 五木　寛之／著 中央公論新社 914 ｲﾂ

悩むなら、旅に出よ。 伊集院　静／著 小学館 915 ｲｼﾞ

寂しい生活 稲垣　えみ子／著 東洋経済新報社 916 ｲﾅ

身体（からだ）を売ったらサヨウナラ 鈴木　涼美／著 幻冬舎 916 ｽｽﾞ

丹野智文笑顔で生きる 丹野　智文／著 文藝春秋 916 ﾀﾝ

ウンベルト・エーコの小説講座 ウンベルト・エーコ／著 筑摩書房 970 ｴｺ

児童書（読物） ５分間で心にしみるストーリー エブリスタ／編 河出書房新社 F

５分後に後味の悪いラスト エブリスタ／編 河出書房新社 F

５分後に感動のラスト エブリスタ／編 河出書房新社 F

なみきビブリオバトル・ストーリー 赤羽　じゅんこ／作 さ・え・ら書房 F

おさるのよる いとう　ひろし／作・絵 講談社 F ｲﾄ

キダマッチ先生！　１ 今井　恭子／文 神戸：ＢＬ出版 F ｲﾏ 1

マイナス・ヒーロー 落合　由佳／著 講談社 F ｵﾁ

靴屋のタスケさん 角野　栄子／作 偕成社 F ｶﾄﾞ

見上げた空は青かった 小手鞠　るい／著 講談社 F ｺﾃﾞ

いえのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

オレンジ色の不思議 斉藤　洋／作 静山社 F ｻｲ

ぼくらのロストワールド 宗田　理／作 ポプラ社 F ｿｳ

青いスタートライン 高田　由紀子／作 ポプラ社 F ﾀｶ

サラとピンキー　パリへ行く 富安　陽子／作・絵 講談社 F ﾄﾐ

わらうきいろオニ 梨屋　アリエ／作 講談社 F ﾅｼ

スイーツ駅伝 二宮　由紀子／作 文溪堂 F ﾆﾉ

かいけつゾロリのかいていたんけん 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

危ない誕生日ブルーは知っている 藤本　ひとみ／原作 講談社 F ﾌｼﾞ

まじょのナニーさん 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

キャベたまたんていきょうりゅう島でききいっぱつ 三田村　信行／作 金の星社 F ﾐﾀ

５秒後に意外な結末 桃戸　ハル／編著 学研プラス F ﾓﾓ

ナイスキャッチ！ 横沢　彰／作 新日本出版社 F ﾖｺ

ボトルクリーク絶体絶命 ワット・キー／著 あすなろ書房 933 ｷ

メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート／原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｽﾃ

百万ポンド紙幣 マーク・トウェイン／作 理論社 933 ﾄｳ

ただ、見つめていた ジェイムズ・ハウ／作 徳間書店 933 ﾊｳ

もうひとつのＷＯＮＤＥＲ Ｒ．Ｊ．パラシオ／作 ほるぷ出版 933 ﾊﾟﾗ

ジェリーフィッシュ・ノート アリ・ベンジャミン／著 講談社 933 ﾍﾞﾝ

ジュディ・モードのビッグな夏休み メーガン・マクドナルド／作 小峰書店 933 ﾏｸ

恋するぷにちゃん ジュリー・マーフィー／作 小学館 933 ﾏﾌ

二番がいちばん Ｄ．Ｈ．ロレンス／作 理論社 933 ﾛﾚ

世界が若かったころ ジャック・ロンドン／作 理論社 933 ﾛﾝ

怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン／作 理論社 953 ﾙﾌﾞ

いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ／著 岩崎書店 956 ｸﾘ

児童書（読物） 大きなかぶ チェーホフ／作 理論社 983 ﾁｴ



児童書（知識） １０１のビジュアル・イリュージョン サム・タプリン／文 東京書籍 145

危機の現場に立つ 中満　泉／著 講談社 329

科学の実験大図鑑 ロバート・ウィンストン／著 新星出版社 407

アンダーアース・アンダーウォーター アレクサンドラ・ミジェリンスカ／作・絵 徳間書店 450

根っこのえほん　２～５ 根研究学会／協力 大月書店 471

はじめての浮世絵　１～３ 深光　富士男／著 河出書房新社 721

決定版工作大図鑑 かざま　りんぺい／著 主婦の友社 750

超カンタン！トリック工作ＢＯＯＫ 杉原　厚吉／監修 主婦と生活社 754

激流のサバイバル スウィートファクトリー／文 朝日新聞出版 786

ちびまる子ちゃんの読書感想文教室 貝田　桃子／著 集英社 816

絵本 メイとバーレのたび ささくら　つよし／さく・へん・しゃしん あいり出版 E ｱｲ

いろいろはっぱ 小寺　卓矢／写真・文 アリス館 E ｱﾘ

いろはにほほほ かどの　えいこ／文・絵 アリエスブックス E ｱﾘ

うし 内田　麟太郎／詩 アリス館 E ｱﾘ

かわをむきかけたサトモちゃん えぐち　よしこ／文 アリス館 E ｱﾘ

ゆびさしな～に？ とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

ペネロペとおむつのふたごちゃん アン・グットマン／ぶん 岩崎書店 E ｲﾜ

ネコのなまえは 枡野　浩一／ぶん 絵本館 E ｴﾎ

ペペットのえかきさん リンダ・ラヴィン・ロディング／文 絵本塾出版 E ｴﾎ

妖怪美術館 広瀬　克也／作 絵本館 E ｴﾎ

こらっ、どろぼう！ ヘザー・テカヴェク／さく きじとら出版 E ｷｼﾞ

へんしんテスト あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

ゆめねこ 真珠　まりこ／さく・え 金の星社 E ｷﾝ

うれしいやくそく くすのき　しげのり／作 廣済堂あかつき E ｺｳ

たいふうのひ 武田　美穂／作 講談社 E ｺｳ

たなからぼたもち くすのき　しげのり／作 廣済堂あかつき E ｺｳ

できることおてつだい くすのき　しげのり／作 廣済堂あかつき E ｺｳ

まけるのもだいじだよにじいろのさかな マーカス・フィスター／作 講談社 E ｺｳ

みずやりとうばん くすのき　しげのり／作 廣済堂あかつき E ｺｳ

モモンガくんとおともだち くすのき　しげのり／作 廣済堂あかつき E ｺｳ

恐竜トリケラトプスとダスプレトサウルス 黒川　みつひろ／作・絵 小峰書店 E ｺﾐ

ばけバケツ 軽部　武宏／作 小峰書店 E ｺﾐ

ごはんごはん 視覚デザイン研究所／さく 視覚デザイン研究所 E ｼｶ

オニのきもだめし 岡田　よしたか／作 小学館 E ｼﾖ

しゃぼんだまぷわん こわせ　たまみ／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

おべんとうばこのなかから 中川　ひろたか／文 世界文化社 E ｾｶ

なんでやねん 中川　ひろたか／文 世界文化社 E ｾｶ

１ぽんでもにんじん 長野　ヒデ子／構成・絵 のら書店 E ﾉﾗ

エルマーとクジラ デビッド・マッキー／ぶんとえ ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

さわってたのしむどうぶつずかん ドーリング・キンダースリー社編集部／企画・編集 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

ポポくんのひみつきち ａｃｃｏｔｏｔｏ／作 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

おーいおばけ 末崎　茂樹／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

おもちゃのチャチャチャ 市原　淳／構成・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

とらさんおねがいおきないで ブリッタ・テッケントラップ／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

ぬけちゃった スティーブ・アントニー／さく 評論社 E ﾋﾖ

かたつむりくん かとう　まふみ／作 風濤社 E ﾌｳ

きんぎょとしょうぶ！ うどん　あこ／文 文研出版 E ﾌﾞﾝ

コタロウ いしかわ　こうじ／写真・絵・文 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

エルマーとブルーベリーパイ ジェーン・セアー／さく ほるぷ出版 E ﾎﾙ


