
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 決戦！賤ケ岳 木下　昌輝／著 講談社 F

キネマの天使 赤川　次郎／著 講談社 F ｱｶ

婚活中毒 秋吉　理香子／著 実業之日本社 F ｱｷ

そのバケツでは水がくめない 飛鳥井　千砂／著 祥伝社 F ｱｽ

虹の向こう 池田　久輝／著 双葉社 F ｲｹ

彼方の友へ 伊吹　有喜／著 実業之日本社 F ｲﾌﾞ

破滅の王 上田　早夕里／著 双葉社 F ｳｴ

ツノハズ・ホーム賃貸二課におまかせを 内山　純／著 東京創元社 F ｳﾁ

俺はエージェント 大沢　在昌／著 小学館 F ｵｵ

万屋大悟のマシュマロな事件簿 太田　忠司／著 ポプラ社 F ｵｵ

葵の残葉 奥山　景布子／著 文藝春秋 F ｵｸ

リバース＆リバース 奥田　亜希子／著 新潮社 F ｵｸ

テーラー伊三郎 川瀬　七緒／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾜ

ビギナーズ・ドラッグ 喜多　喜久／著 講談社 F ｷﾀ

秀吉の活 木下　昌輝／著 幻冬舎 F ｷﾉ

カネと共に去りぬ 久坂部　羊／著 新潮社 F ｸｻ

皇帝と拳銃と 倉知　淳／著 東京創元社 F ｸﾗ

異形のものたち 小池　真理子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺｲ

悲しい話は終わりにしよう 小嶋　陽太郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺｼﾞ

インフルエンス 近藤　史恵／著 文藝春秋 F ｺﾝ

道標 今野　敏／著 角川春樹事務所 F ｺﾝ

銀杏手ならい 西條　奈加／著 祥伝社 F ｻｲ

卑劣犯 笹本　稜平／著 光文社 F ｻｻ

火定 澤田　瞳子／著 ＰＨＰ研究所 F ｻﾜ

Ｄの遺言 柴田　哲孝／著 祥伝社 F ｼﾊﾞ

ねこ町駅前商店街日々便り 柴田　よしき／著 祥伝社 F ｼﾊﾞ

駐在日記 小路　幸也／著 中央公論新社 F ｼﾖ

痴漢冤罪 新堂　冬樹／著 祥伝社 F ｼﾝ

名刺ゲーム 鈴木　おさむ／著 扶桑社 F ｽｽﾞ

いのち 瀬戸内　寂聴／著 講談社 F ｾﾄ

白磁海岸 高樹　のぶ子／著 小学館 F ﾀｶ

麒麟の舌を持つ男 田中　経一／著 幻冬舎 F ﾀﾅ

コルヌトピア 津久井　五月／著 早川書房 F ﾂｸ

絶望の歌を唄え 堂場　瞬一／著 角川春樹事務所 F ﾄﾞｳ

荒海を渡る鉄の舟 鳥羽　亮／著 双葉社 F ﾄﾊﾞ



日本の小説 逃亡刑事 中山　七里／著 ＰＨＰ研究所 F ﾅｶ

デッド・オア・アライブ 楡　周平／著 光文社 F ﾆﾚ

ウズタマ 額賀　澪／著 小学館 F ﾇｶ

本物の読書家 乗代　雄介／著 講談社 F ﾉﾘ

大獄 葉室　麟／著 文藝春秋 F ﾊﾑ

ランチ酒 原田　ひ香／著 祥伝社 F ﾊﾗ

女の子のことばかり考えていたら、１年が経っていた。 東山　彰良／著 講談社 F ﾋｶﾞ

構造素子 樋口　恭介／著 早川書房 F ﾋｸﾞ

ドレス 藤野　可織／著 河出書房新社 F ﾌｼﾞ

代理人（エージェント） 本城　雅人／著 実業之日本社 F ﾎﾝ

Ｕ 皆川　博子／著 文藝春秋 F ﾐﾅ

バースデイ・ガール 村上　春樹／著 新潮社 F ﾑﾗ

窓から見える最初のもの 村木　美涼／著 早川書房 F ﾑﾗ

森家の討ち入り 諸田　玲子／著 講談社 F ﾓﾛ

メガネと放蕩娘 山内　マリコ／著 文藝春秋 F ﾔﾏ

飼う人 柳　美里／著 文藝春秋 F ﾕｳ

僕らだって扉くらい開けられる 行成　薫／著 集英社 F ﾕｷ

仮面の君に告ぐ 横関　大／著 講談社 F ﾖｺ

龍の右目 吉川　永青／著 角川春樹事務所 F ﾖｼ

おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子／著 河出書房新社 F ﾜｶ

意識のリボン 綿矢　りさ／著 集英社 F ﾜﾀ

外国の小説 Ｈ・Ｐ・ラヴクラフト ミシェル・ウエルベック／著 国書刊行会 930.2 ﾗﾌﾞ

図書館島 ソフィア・サマター／著 東京創元社 933.7 ｻﾏ

水底の女 レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 933.7 ﾁﾔ

ノーラ・ウェブスター コルム・トビーン／著 新潮社 933.7 ﾄﾋﾞ

ネバーホーム レアード・ハント／著 朝日新聞出版 933.7 ﾊﾝ

小型哺乳類館 トマス・ピアース／著 早川書房 933.7 ﾋﾟｱ

過去からの声 マーゴット・ベネット／著 論創社 933.7 ﾍﾞﾈ

地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド／著 早川書房 933.7 ﾎﾜ

スパイたちの遺産 ジョン・ル・カレ／著 早川書房 933.7 ﾙｶ

とても良い人生のために Ｊ．Ｋ．ローリング／著 静山社 934.7 ﾛﾘ

刑務所の読書クラブ ミキータ・ブロットマン／著 原書房 936 ﾌﾞﾛ

リンドグレーンの戦争日記 アストリッド・リンドグレーン／著 岩波書店 949.8 ﾘﾝ

文庫本 ザ・サークル　上・下 デイヴ・エガーズ／著 早川書房 B 933.7 ｴｶﾞ

ノクターナル・アニマルズ オースティン・ライト／著 早川書房 B 933.7 ﾗｲ

令嬢鑑定士と画廊の悪魔　１・２ 糸森　環／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ

侠（おとこ）飯　２ 福澤　徹三／著 文藝春秋 B F ﾌｸ 2

赤ひげ診療譚 山本　周五郎／著 新潮社 B F ﾔﾏ

おじいちゃん、死んじゃったって。 山崎　佐保子／著 幻冬舎 B F ﾔﾏ

総記 この星の忘れられない本屋の話 ヘンリー・ヒッチングズ／編 ポプラ社 024.0 ｺ

ギネス世界記録　２０１８ クレイグ・グレンディ／編 角川アスキー総合研究所 R 031.5 ｷﾞ 18



哲学 ブヒ道 小泉　吉宏／著 ポプラ社 156 ｺﾌﾞ

自分を休ませる練習 矢作　直樹／著 文響社 159 ﾔｼﾞ

人生はワンモアチャンス！ 水野　敬也／著 文響社 159.2 ﾐｼﾞ

歴史 ギリシア人の物語　３ 塩野　七生／著 新潮社 231 ｼｷﾞ 3

人生の気品 草笛　光子／著 新日本出版社 281.0 ｼﾞ

晩恋 高橋　映子／著 京都通信社 289.1 ﾀｶ

母と行く、感動の温泉宿 ＨＥＲＳ編集部／編 光文社 291.0 ﾊ

社会科学 親鸞と日本主義 中島　岳志／著 新潮社 311.3 ﾅｼ

絲 大沼　えり子／著 ロングセラーズ 327.8 ｵｲ

感動する会社は、なぜ、すべてがうまく回っているのか？ 藤井　正隆／著 マガジンハウス 335.2 ﾌｶ

これからの日本、これからの教育 前川　喜平／著 筑摩書房 373.1 ﾏｺ

身の丈にあった勉強法 菅　広文／著 幻冬舎 379.7 ｽﾐ

自然科学 脳はいいかげんにできている デイヴィッド・Ｊ．リンデン／著 河出書房新社 B 491.3 ﾘﾉ

養生訓 貝原　益軒／著 致知出版社 498.3 ｶﾖ

技術 ＭＯＺＵ超絶精密ジオラマワーク ＭＯＺＵ／著 玄光社 507.9 ﾓﾓ

ＤＩＹで火の暮らしを楽しむ 地球丸 528.7 ﾃﾞ

めっちゃ、メカメカ！　２ 山田　学／著 日刊工業新聞社 531 ﾔﾒ 2

クローゼットにはワンピースが１０着あればいい 福田　栄華／著 光文社 589.2 ﾌｸ

工夫を楽しむ１０人のゆとりを生み出す暮らしの回し方 メディアソフト書籍部／編 メディアソフト 590 ｸ

辰巳芳子のことば 辰巳　芳子／著 小学館 596.2 ﾀﾀ

産業 種子が消えればあなたも消える 西川　芳昭／著 コモンズ 615.2 ﾆｼ

ユニクロ潜入一年 横田　増生／著 文藝春秋 673.7 ﾖﾕ

芸術 進撃の巨人　３ 諫山　創／著 講談社 726.1 ｲｼ 3

亜人　１ 三浦　追儺／原作 講談社 726.1 ｻｱ 1

スヌーピー、東京に行く！ チャールズ　Ｍ．シュルツ／著 講談社 726.1 ｼｽ

水木しげる漫画大全集　０８９ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 89

水木しげる漫画大全集　０９８ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 98

水木しげる漫画大全集　補巻３ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ ﾎ3

絵本の世界　１１０人のイラストレーター　第１集・第２集 堀内　誠一／編 福音館書店 726.6 ｴ 1

クラシック音楽とは何か 岡田　暁生／著 小学館 760 ｵｸ

ドレミファソラシド８つの音で弾けるやさしいメロディ ケイ・エム・ピー M 760.8 ﾄﾞ

ママを殺した 藤　真利子／著 幻冬舎 778.2 ﾌｼﾞ

言語 大人の語彙力ノート 齋藤　孝／著 ＳＢクリエイティブ 814 ｻｵ

文学 名作なんか、こわくない 柚木　麻子／著 ＰＨＰ研究所 902.3 ﾕﾒ

詩人なんて呼ばれて 谷川　俊太郎／語り手・詩 新潮社 911.5 ﾀﾆ

往復書簡　初恋と不倫 坂元　裕二／著 リトルモア 912.6 ｻｵ

５０代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本　葉子／著 中央公論新社 914.6 ｷｼ

幼年　水の町 小池　昌代／著 白水社 914.6 ｺｲ

ファミリーデイズ 瀬尾　まいこ／著 集英社 914.6 ｾｵ

あなたがスマホを見ているとき、スマホもあなたを見ている。 藤原　智美／著 プレジデント社 914.6 ﾌｼﾞ

緑の庭で寝ころんで 宮下　奈都／著 実業之日本社 914.6 ﾐﾔ



文学 太陽と乙女 森見　登美彦／著 新潮社 914.6 ﾓﾘ

道なき未知 森　博嗣／著 ベストセラーズ 914.6 ﾓﾘ

北の空と雲と 椎名　誠／写真と文 ＰＨＰ研究所 915.6 ｼｲ

チェコの十二カ月 出久根　育／著　絵 理論社 915.6 ﾃﾞｸ

児童書（読物） 一〇五度 佐藤　まどか／著 あすなろ書房 F ｻﾄ

１００年の木の下で 杉本　りえ／著 ポプラ社 F ｽｷﾞ

魔天使マテリアル　２０～２４ 藤咲　あゆな／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

フォックスクラフト　２ インバリ・イセーレス／著 静山社 933 ｲｾ 2

ぼくはＯ・Ｃ・ダニエル ウェスリー・キング／作 鈴木出版 933 ｷﾝ

セブン・レター・ワード キム・スレイター／作 評論社 933 ｽﾚ

凍てつく海のむこうに ルータ・セペティス／作 岩波書店 933 ｾﾍﾟ

児童書（知識） コロコロドミノ装置 野出　正和／著 いかだ社 750 ﾉｺ

数え方のえほん 高野　紀子／作 あすなろ書房 815

絵本 おたすけこびとのクリスマス なかがわ　ちひろ／文 徳間書店 E ﾄｸ

うわーっ まつおか　たつひで／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おーいでてこーい　鏡のなかの犬 星　新一／作 三起商行 E ﾐｷ

サーカスの旅　薬と夢 星　新一／作 三起商行 E ﾐｷ

友を失った夜　とりひき 星　新一／作 三起商行 E ﾐｷ

ふるいせんろのかたすみで チャールズ・キーピング／作 ロクリン社 E ﾛｸ

  

「学習まんが 日本の歴史」 全20巻  

                笠原 一男／責任編集・考証 

「どきどき わくわく まちたんけん  

   わがしのお店・パンのお店・コンビニエンスストアほか」  

                     若手 三喜雄／監修 

「どきどき わくわく まちたんけん  

        花のお店・本のお店・クリーニング店ほか」  

                     若手 三喜雄／監修 

「どきどき わくわく まちたんけん  

        交番・えき・しょうぼうしょほか」  

                     若手 三喜雄／監修 

「もっと知ろう！点字」 日本点字図書館／監修 


