
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 三世代探偵団 赤川　次郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｶ

居酒屋ぼったくり　８ 秋川　滝美／著 アルファポリス F ｱｷ 8

人間タワー 朝比奈　あすか／著 文藝春秋 F ｱｻ

画狂其一 梓澤　要／著 ＮＨＫ出版 F ｱｽﾞ

くちなし 彩瀬　まる／著 文藝春秋 F ｱﾔ

鳥獣戯画 磯崎　憲一郎／著 講談社 F ｲｿ

はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤　たかみ／著 文藝春秋 F ｲﾄ

覆面作家 大沢　在昌／著 講談社 F ｵｵ

白霧学舎探偵小説倶楽部 岡田　秀文／著 光文社 F ｵｶ

キラキラ共和国 小川　糸／著 幻冬舎 F ｵｶﾞ

ミ・ト・ン 小川　糸／文 白泉社 F ｵｶﾞ

双生児 折原　一／著 早川書房 F ｵﾘ

ミステリークロック 貴志　祐介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｷｼ

ヴェネツィア便り 北村　薫／著 新潮社 F ｷﾀ

ぼくせん 木村　忠啓／著 朝日新聞出版 F ｷﾑ

鶏小説集 坂木　司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻｶ

サーチライトと誘蛾灯 櫻田　智也／著 東京創元社 F ｻｸ

花歌は、うたう 小路　幸也／著 河出書房新社 F ｼﾖ

さよなら、田中さん 鈴木　るりか／著 小学館 F ｽｽﾞ

えっ？平凡ですよ？？　９ 月雪　はな／著 アルファポリス F ﾂｷ 9

みちづれはいても、ひとり 寺地　はるな／著 光文社 F ﾃﾗ

オブリヴィオン 遠田　潤子／著 光文社 F ﾄｵ

さくら、うるわし 長野　まゆみ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶﾞ

ナックルな三人 ねじめ　正一／著 文藝春秋 F ﾈｼﾞ

太閤私記 花村　萬月／著 講談社 F ﾊﾅ

たゆたえども沈まず 原田　マハ／著 幻冬舎 F ﾊﾗ

満天のゴール 藤岡　陽子／著 小学館 F ﾌｼﾞ

架空論文投稿計画 松崎　有理／著 光文社 F ﾏﾂ

光の犬 松家　仁之／著 新潮社 F ﾏﾂ

オペレーションＺ 真山　仁／著 新潮社 F ﾏﾔ

この世の春　上・下 宮部　みゆき／著 新潮社 F ﾐﾔ

呉漢　上・下 宮城谷　昌光／著 中央公論新社 F ﾐﾔ

毒母ですが、なにか 山口　恵以子／著 新潮社 F ﾔﾏ

僕はロボットごしの君に恋をする 山田　悠介／著 河出書房新社 F ﾔﾏ

外国の小説 スティール・キス ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933 ﾃﾞｲ

隣接界 クリストファー・プリースト／著 早川書房 933 ﾌﾟﾘ

文庫本 浮世の画家 カズオ・イシグロ／著 早川書房 B 933 ｲｼ

日の名残り カズオ・イシグロ／著 早川書房 B 933 ｲｼ

終電の神様 阿川　大樹／著 実業之日本社 B F ｱｶﾞ



文庫本 なぎさの媚薬　上・下 重松　清／著 講談社 B F ｼｹﾞ

甦る殺人者 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ

本所おけら長屋　２～５ 畠山　健二／著 ＰＨＰ研究所 B F ﾊﾀ

最高のオバハン 林　真理子／著 文藝春秋 B F ﾊﾔ

京都烏丸御池のお祓い本舗 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ

郷土資料 宇治茶と上林一族 上林　春松／著 宮帯出版社 A 619

総記 現代用語の基礎知識　２０１８ 自由国民社／編集 自由国民社 R 031 ｹﾞ 18

哲学 本当の方位学・気学教えます 柴山　壽子／著 幻冬舎ルネッサンス 148

あきらめなかった人々 デニス・キンブロ／著 きこ書房 159

はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な法 本田　晃一／著 ＳＢクリエイティブ 159

弘兼流６０歳からの手ぶら人生 弘兼　憲史／著 海竜社 159

歴史 武田勝頼 丸島　和洋／著 平凡社 289 ﾀｹ

社会科学 韓国で起きたこと、日本で起きるかもしれないこと 高木　望／著 彩流社 312

未来の年表 河合　雅司／著 講談社 334

イラスト版発達障害児の楽しくできる感覚統合 太田　篤志／著 合同出版 378

最強の独学術 本山　勝寛／著 大和書房 379

丹羽宇一郎　戦争の大問題 丹羽　宇一郎／著 東洋経済新報社 392

自然科学 こわいもの知らずの病理学講義 仲野　徹／著 晶文社 491

敏感すぎて生きづらい人の明日からラクになれる本 長沼　睦雄／著 永岡書店 493

下がらないカラダ 小野　咲／著 サンマーク出版 493

死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい 小林　弘幸／著 幻冬舎 498

玉ねぎヨーグルト 井上　裕美子／著 ワニブックス 498

技術 永遠にカジュアル好き！Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ２００ 五明　祐子／著 集英社 589

心がラクになるドイツのシンプル家事 久保田　由希／著 大和書房 590

いのち愛しむ、人生キッチン 桧山　タミ／著 文藝春秋 596

作業時間１０分米粉１００％のパンとレシピ 高橋　ヒロ／著 イカロス出版 596

モノを減らすと幸せがやってきた エリサ／著 主婦と生活社 597

芸術 水木しげる漫画大全集　０２０ 水木　しげる／著 講談社 726 20

水木しげる漫画大全集　０４５ 水木　しげる／著 講談社 726 45

他人の始まり因果の終わり ＥＣＤ／著 河出書房新社 767 ｲｼ

正しい体幹トレーニング 有吉　与志恵／著 実業之日本社 780

文学 「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 磯田　道史／著 ＮＨＫ出版 910 ｼﾊﾞ

忘れる女、忘れられる女 酒井　順子／著 講談社 914 ｻｶ

夫の後始末 曽野　綾子／著 講談社 914 ｿﾉ

物語と歩いてきた道 上橋　菜穂子／著 偕成社 914.6 ｳｴ

月夜の散歩 角田　光代／著 オレンジページ 914.6 ｶｸ

ありがとうのかんづめ 俵　万智／著 小学館 914.6 ﾀﾜ

かるい生活 群　ようこ／著 朝日新聞出版 914.6 ﾑﾚ

わけあり記者 三浦　耕喜／著 高文研 916 ﾐｳ

死体展覧会 ハサン・ブラーシム／著 白水社 929 ﾌﾞﾗ

ウールフ、黒い湖 ヘラ・Ｓ．ハーセ／著 作品社 949 ﾊｾ

書物の宮殿 ロジェ・グルニエ／著 岩波書店 954 ｸﾞﾙ

児童書（読物） 怪談オウマガドキ学園　２４・２５ 常光　徹／責任編集 童心社 F

ちゃめひめさまとペピーノおうじ たかどの　ほうこ／作 あかね書房 F ﾀｶ

心が叫びたがってるんだ。 超平和バスターズ／原作 小学館 F ﾄｷ

サラとピンキー　ヒマラヤへ行く 富安　陽子／作・絵 講談社 F ﾄﾐ



児童書（読物） サンタちゃん ひこ・田中／作 講談社 F ﾋｺ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　８ 廣嶋　玲子／作 偕成社 F ﾋﾛ 8

フライパン号でナポレオンの島へ 山下　明生／作 理論社 F ﾔﾏ

かめくんのこと 北野　勇作／作 岩崎書店 SF ｷﾀ

謎解きファイルズ　１～３ 森田　彩莉／作 あかね書房 ｽｲﾘ

ビーおばさんとおでかけ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 徳間書店 933 ｼﾞﾖ

クリスマスを救った女の子 マット・ヘイグ／文 西村書店 933 ﾍｲ

児童書（知識） ミラクルハッピー超アタル！心理テストＤＸ ミラクル心理研究会／編 西東社 140

ミラクルハッピー超アタル！うらない百科ＤＸ ルナ・サラン／編著 西東社 148

漫画君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／原作 マガジンハウス 159

１０歳の質問箱　続 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会／編 小学館 159 2

縄文世界へタイムワープ もとじろう／マンガ 朝日新聞出版 210

どきどきわくわくまちたんけん　３～５ 若手　三喜雄／監修 金の星社 375

わかったさんのこんがりおやつ 寺村　輝夫／原文 あかね書房 596

わかったさんのひんやりスイーツ 寺村　輝夫／原文 あかね書房 596

わかったさんのふんわりケーキ 寺村　輝夫／原文 あかね書房 596

絵本 おさるのジョージバスケットボールをする Ｍ．レイ／原作 岩波書店 E ｲﾜ

おさるのジョージほんやさんへいく Ｍ．レイ／原作 岩波書店 E ｲﾜ

空からのぞいた桃太郎 影山　徹／著 岩崎書店 E ｲﾜ

サンドイッチをたべたの、だあれ？ ジュリア・サーコーン＝ローチ／作 エディション・エフ E ｴﾃﾞ

いのちのたべもの 中川　ひろたか／文 おむすび舎 E ｵﾑ

けむしのおなら まつむら　まさき／作 京都新聞出版センター E ｷﾖ

たまらんちゃん つぼい　じゅり／さく・え 金の星社 E ｷﾝ

パンツいっちょうめ 苅田　澄子／作 金の星社 E ｷﾝ

はやくちことばでおでんもおんせん 川北　亮司／文 くもん出版 E ｸﾓ

パンダおやこたいそう いりやま　さとし／作 講談社 E ｺｳ

藤城清治影絵の絵本　グリム グリム／原作 講談社 E ｺｳ

やもじろうとはりきち 降矢　なな／作・絵 佼成出版社 E ｺｳ

きょうりゅうたちのクリスマス ジェイン・ヨーレン／文 小峰書店 E ｺﾐ

とてもとてもサーカスなフロラ ジャック・センダック／文 集英社 E ｼﾕ

おならまんざい 長谷川　義史／作 小学館 E ｼﾖ

おんなじおんなじももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ウサギのすあなにいるのはだあれ？ ジュリア・ドナルドソン／文 徳間書店 E ﾄｸ

ムーミンのゆびでたどろう！えさがしえほん トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E ﾄｸ

コビトカバ 長田　真作／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ハブラシくん 岡田　よしたか／作・絵 ひかりのくに E ﾋｶ

オニのサラリーマン　しゅっちょうはつらいよ 富安　陽子／文 福音館書店 E ﾌｸ

こねてのばして ヨシタケ　シンスケ／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

ドレミファどうぶつコンサート 二宮　由紀子／文 文研出版 E ﾌﾞﾝ

おとえほん エルヴェ・テュレ／さく ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

さんどいっちにー たんじ　あきこ／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

ビークル ダン・サンタット／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

図書館を心から愛した男 アンドリュー・ラーセン／文 六耀社 E ﾘｸ

平和って、どんなこと？ ウォーレス・エドワーズ／さく 六耀社 E ﾘｸ


