
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 謎々将棋・囲碁 新井　素子／著 角川春樹事務所 F

わろてんか　下 吉田　智子／作 ＮＨＫ出版 F ｱｵ 2

大友二階崩れ 赤神　諒／著 日本経済新聞出版社 F ｱｶ

居酒屋ぼったくり　９ 秋川　滝美／著 アルファポリス F ｱｷ 9

長く高い壁 浅田　次郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｻ

ぼくがきみを殺すまで あさの　あつこ／著 朝日新聞出版 F ｱｻ

雲上雲下 朝井　まかて／著 徳間書店 F ｱｻ

天龍院亜希子の日記 安壇　美緒／著 集英社 F ｱﾀﾞ

怪盗不思議紳士 我孫子　武丸／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾋﾞ

本のエンドロール 安藤　祐介／著 講談社 F ｱﾝ

レッドリスト 安生　正／著 幻冬舎 F ｱﾝ

地検のＳ 伊兼　源太郎／著 講談社 F ｲｶﾞ

イザベルに薔薇を 伊集院　静／著 双葉社 F ｲｼﾞ

私小説 市川　拓司／著 朝日新聞出版 F ｲﾁ

修羅の都 伊東　潤／著 文藝春秋 F ｲﾄ

かちがらす 植松　三十里／著 小学館 F ｳｴ

少数株主 牛島　信／著 幻冬舎 F ｳｼ

完璧じゃない、あたしたち 王谷　晶／著 ポプラ社 F ｵｳ

一身二生 太田　俊明／著 日本経済新聞出版社 F ｵｵ

雪の階 奥泉　光／著 中央公論新社 F ｵｸ

定年オヤジ改造計画 垣谷　美雨／著 祥伝社 F ｶｷ

私はあなたの記憶のなかに 角田　光代／著 小学館 F ｶｸ

スタア誕生 金井　美恵子／著 文藝春秋 F ｶﾅ

浮雲心霊奇譚　４ 神永　学／著 集英社 F ｶﾐ 4

沸点桜（ボイルドフラワー） 北原　真理／著 光文社 F ｷﾀ

兵 木下　昌輝／著 講談社 F ｷﾉ

虚談 京極　夏彦／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｷﾖ

祝葬 久坂部　羊／著 講談社 F ｸｻ

国会議員基礎テスト 黒野　伸一／著 小学館 F ｸﾛ

死の島 小池　真理子／著 文藝春秋 F ｺｲ

赤猫 柴田　哲孝／著 光文社 F ｼﾊﾞ

青くて痛くて脆い 住野　よる／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｽﾐ

そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ／著 文藝春秋 F ｾｵ

卑弥呼の葬祭 高田　崇史／著 新潮社 F ﾀｶ

ぼくたちはこの国をこんなふうに愛することに決めた 高橋　源一郎／著 集英社 F ﾀｶ

シャーロック・ホームズたちの新冒険 田中　啓文／著 東京創元社 F ﾀﾅ

額を紡ぐひと 谷　瑞恵／著 新潮社 F ﾀﾆ



日本の小説 クローゼット 千早　茜／著 新潮社 F ﾁﾊ

カーネーション 徳永　圭／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾄｸ

身代わり忠臣蔵 土橋　章宏／著 幻冬舎 F ﾄﾞﾊﾞ

樽とタタン 中島　京子／著 新潮社 F ﾅｶ

奏弾室 仁木　英之／著 徳間書店 F ﾆｷ

おまじない 西　加奈子／著 筑摩書房 F ﾆｼ

完パケ！ 額賀　澪／著 講談社 F ﾇｶ

大人になったら、 畑野　智美／著 中央公論新社 F ﾊﾀ

穢れ舌 原　宏一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾗ

スイート・ホーム 原田　マハ／著 ポプラ社 F ﾊﾗ

それまでの明日 原　〓／著 早川書房 F ﾊﾗ

鍬ケ崎心中 平谷　美樹／著 小学館 F ﾋﾗ

虚像のアラベスク 深水　黎一郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｶ

ミライミライ 古川　日出男／著 新潮社 F ﾌﾙ

異常探偵宇宙船 前田　司郎／著 中央公論新社 F ﾏｴ

刑事の血筋 三羽　省吾／著 小学館 F ﾐﾂ

三国志名臣列伝　後漢篇 宮城谷　昌光／著 文藝春秋 F ﾐﾔ

超動く家にて 宮内　悠介／著 東京創元社 F ﾐﾔ

ディレイ・エフェクト 宮内　悠介／著 文藝春秋 F ﾐﾔ

水田マリのわだかまり 宮崎　誉子／著 新潮社 F ﾐﾔ

さよなら、わるい夢たち 森　晶麿／著 朝日新聞出版 F ﾓﾘ

安土唐獅子画狂伝 谷津　矢車／著 徳間書店 F ﾔﾂ

老侍 吉川　永青／著 講談社 F ﾖｼ

外国の小説 折りたたみ北京 ケン・リュウ／編 早川書房 923.7

海峡を渡る幽霊 李　昂／著 白水社 923.7 ﾘ

酸っぱいブドウ／はりねずみ ザカリーヤー・ターミル／著 白水社 929.7 ﾀﾐ

昏い水 マーガレット・ドラブル／著 新潮社 933.7 ﾄﾞﾗ

オリジン　上・下 ダン・ブラウン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933.7 ﾌﾞﾗ

エヴァンズ家の娘 ヘザー・ヤング／著 早川書房 933.7 ﾔﾝ

日本人の恋びと イサベル・アジェンデ／著 河出書房新社 963 ｱｼﾞ

壊された夜に サンドラ・ブラウン／著 集英社 B 933.7 ﾌﾞﾗ

文庫本 茉莉花官吏伝　１ 石田　リンネ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 1

鬼煙管 今村　翔吾／著 祥伝社 B F ｲﾏ

一華後宮料理帖　第６品 三川　みり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 6

総記 ＡＩ　ｖｓ．教科書が読めない子どもたち 新井　紀子／著 東洋経済新報社 007.1 ｱｴ

シリアの秘密図書館 デルフィーヌ・ミヌーイ／著 東京創元社 010.2 ﾐｼ

読売年鑑　２０１８年版 読売新聞東京本社 R 059 ﾖ 18

えほんのせかいこどものせかい 松岡　享子／著 文藝春秋 B 019.5 ﾏｴ

哲学 人間であること 田中　美知太郎／著 文藝春秋 B 104 ﾀﾆ

百歳の論語 伊與田　覺／著 致知出版社 123.8 ｺｳ

かみさまは小学５年生 すみれ／著 サンマーク出版 147 ｽｶ

生きていくあなたへ 日野原　重明／著 幻冬舎 159 ﾋｲ

「いいこと」を引き寄せる法則 和田　秀樹／著 新講社 159 ﾜｲ



哲学 幸せをつかむ人ほど「見た目」にお金を使う 一色　由美子／著 大和書房 159.6 ｲｼ

ごまかさない仏教 佐々木　閑／著 新潮社 180 ｻｺﾞ

心を洗う断捨離と空海 やました　ひでこ／著 かざひの文庫 188.5 ﾔｺ

歴史 夕暮れもとぼけて見れば朝まだき 高見　のっぽ／著 岩波書店 289.1 ﾀｶ

一度は訪ねてみたい日本の原風景 日本水土総合研究所／著 論創社 291.0 ｲ

社会科学 炎と怒り マイケル・ウォルフ／著 早川書房 312.5 ｳﾎ

年表とトピックでいまを読み解くニッポン戦後経済史 坂井　豊貴／編著 ＮＨＫ出版 332.1 ﾈ

ヒューマンライブラリー 坪井　健／編著 明石書店 361.8 ﾋ

ある日突然、普通のママが子どものネットトラブルに青ざめる 長谷川　陽子／著 アイエス・エヌ株式会社コミュニティ・パブリッシング事業部 367.6 ﾊｱ

母の家がごみ屋敷 工藤　哲／著 毎日新聞出版 367.7 ｸﾊ

遊べる！飾れる！折り紙で作るおはなし指人形　世界の童話編 いしばし　なおこ／著 世界文化社 376.1 ｲｱ

幻獣図鑑 笠倉出版社 388 ｹﾞ

水木しげる日本の妖怪・世界の妖怪 荒俣　宏／監修 平凡社 388 ﾐ

自然科学 今の科学でここまでわかった世界の謎９９ 日経ナショナルジオグラフィック社 404 ｲ

ビーカーくんのゆかいな化学実験 うえたに夫婦／著 誠文堂新光社 432 ｳﾋﾞ

美しき小さな雑草の花図鑑 大作　晃一／写真 山と溪谷社 470 ｵｳ

長生き地獄 松原　惇子／著 ＳＢクリエイティブ 490.1 ﾏﾅ

疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい 竹井　仁／著 誠文堂新光社 492.5 ﾀﾂ

あなたを悩ます困った人 柴田　豊幸／著 幻冬舎 493.7 ｼｱ

だまされない 鎌田　實／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 498.3 ｶﾀﾞ

若杉ばあちゃんのよもぎの力 若杉　友子／著 パルコエンタテインメント事業部 A 498.5 ﾜﾜ

技術 住みたい街を自分でつくる リズ・ウォーカー／著 築地書館 519.8 ｳｽ

小屋入門　２ 地球丸 527 ｺ 2

色を楽しむ大人のおしゃれ 堀川　波／著 マイナビ出版 589.2 ﾎｲ

セカンドライフ、はじめてみました ｂｏｎｐｏｎ／著 大和書房 590.4 ｾ

手ぬいのかわいいベビー小物 木所　未貴／著 家の光協会 593.3 ｷﾃ

３面構成で立体的に作るワンピースドレス。 助川　睦子／著 文化学園文化出版局 593.3 ｽｻ

季節のつるし飾りとちりめん細工 井上　重義／監修 日本ヴォーグ社 594 ｷ

フェルトで作るかわいい和のお飾り ブティック社 594 ﾌ

野菜ひとつで簡単すぎおつまみ８０レシピ 藤井　裕子 オレンジページ 596 ﾔ

食パン本気で変身ＢＯＯＫ７０レシピ 馬場静香 オレンジページ 596.6 ｼ

へたおやつ 白崎　裕子／著 マガジンハウス 596.6 ｼﾍ

脳とカラダがすくすく育つ！ママ＆パパのはじめてフリージング離乳食 みない　きぬこ／料理 朝日新聞出版 599.3 ﾐﾉ

産業 季刊地域　Ｎｏ．３２（２０１８ＷＩＮＴＥＲ） 農山漁村文化協会 A 610.5 ｷ

自然を楽しんで稼ぐ小さな農業 マルクス・ボクナー／著 築地書館 611.7 ﾎﾞｼ

育てて楽しむウメ百科 三輪　正幸／著 家の光協会 625.5 ﾐｿ

ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿　’１８～’１９ 実業之日本社 645.6 ﾜ 18

芸術 もっと知りたいベラスケス 大高　保二郎／著 東京美術 723.3 ﾍﾞﾗ

水木しげる漫画大全集　補巻４ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ ﾎ4

私の八月十五日　５ 今人舎 L 726.5 ﾜ 5

おうちでできるおおらか金継ぎ 堀　道広／著 実業之日本社 751 ﾎｵ

エコクラフトで作るつるし飾り 丹野　安祐子／著 ブティック社 754.9 ﾀｴ

思い出のラジオ歌謡選曲集　２・３ 工藤　雄一／編 全音楽譜出版社 M 767.8 ｵ



芸術 顔で笑って、心で泣いて。 梅沢　富美男／著 ブックマン社 775.5 ﾀｹ

ディズニープリンセスと幸せの法則 荻上　チキ／著 星海社 778.7 ｵﾃﾞ

腹話術入門 花丘　奈果／著 鳥影社 779.1 ﾊﾌ

南京玉すだれ入門 花丘　奈果／著 鳥影社 779.7 ﾊﾅ

続かないあなたのためのやせる５秒筋トレ 松井　薫／著 山と溪谷社 780.7 ﾏﾂ

バカ論 ビートたけし／著 新潮社 779.9 ﾋﾞﾄ

言語 広辞苑 第七版 付録 新村 出 岩波書店 813.1 ｺ

文学 おちゃめに１００歳！寂聴さん 瀬尾　まなほ／著 光文社 910.2 ｾﾄ

俳句の誕生 長谷川　櫂／著 筑摩書房 911.3 ﾊﾊ

笑う朗読 水島　裕／企画・原案 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 912.6 ﾜ

極小農園日記 荻原　浩／著 毎日新聞出版 914.6 ｵｷﾞ

珈琲が呼ぶ 片岡　義男／著 光文社 914.6 ｶﾀ

酒の渚 さだ　まさし／著 幻冬舎 914.6 ｻﾀﾞ

あるいて行くとぶつかるんだ 椎名　誠／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914.6 ｼｲ

恨みっこなしの老後 橋田　壽賀子／著 新潮社 914.6 ﾊｼ

坂を見あげて 堀江　敏幸／著 中央公論新社 914.6 ﾎﾘ

永遠のおでかけ 益田　ミリ／著 毎日新聞出版 914.6 ﾏｽ

ほどほど快適生活百科 群　ようこ／著 集英社 914.6 ﾑﾚ

１００歳。今日も楽しい 吉沢　久子／著 主婦の友社 914.6 ﾖｼ

児童書（読物） なみきビブリオバトル・ストーリー　２ 森川　成美／作 さ・え・ら書房 F 2

命のダイヤル 赤川　次郎／著 汐文社 F ｱｶ

洪水の前 赤川　次郎／著 汐文社 F ｱｶ

キダマッチ先生！　２ 今井　恭子／文 ＢＬ出版 F ｲﾏ 2

あんみんガッパのパジャマやさん 柏葉　幸子／作 小学館 F ｶｼ

ぼくのネコがロボットになった 佐藤　まどか／作 講談社 F ｻﾄ

悪ガキ７　６ 宗田　理／著 静山社 F ｿｳ 6

グドーさんのおさんぽびより たかどの　ほうこ／著 福音館書店 F ﾀｶ

妖怪一家の温泉ツアー 富安　陽子／作 理論社 F ﾄﾐ

怪談５分間の恐怖　マネキン人形 中村　まさみ／著 金の星社 F ﾅｶ

花見べんとう 二宮　由紀子／作 文研出版 F ﾆﾉ

ルソンバンの大奇術 牡丹　靖佳／著 福音館書店 F ﾎﾞﾀ

絵物語古事記 富安　陽子／文 偕成社 F

オリガミ・チューバッカの占いのナゾ トム・アングルバーガー／作 徳間書店 933 ｱﾝ

オリガミ・ヨーダの研究レポート トム・アングルバーガー／作 徳間書店 933 ｱﾝ

オリガミ・レイア姫あらわる！ トム・アングルバーガー／作 徳間書店 933 ｱﾝ

ジャバ・ザ・パペットの奇襲 トム・アングルバーガー／作 徳間書店 933 ｱﾝ

ダース・ペーパーの逆襲 トム・アングルバーガー／作 徳間書店 933 ｱﾝ

アーチー・グリーンと伝説の魔術師 Ｄ．Ｄ．エヴェレスト／著 あすなろ書房 933 ｴﾍﾞ

パイパーさんのバス エリナー・クライマー／作 徳間書店 933 ｸﾗ

ガーティのミッション世界一 ケイト・ビーズリー／作 岩波書店 933 ﾋﾞｽﾞ

ジュディ・モードは宇宙人？ メーガン・マクドナルド／作 小峰書店 933 ﾏｸ

熊とにんげん ライナー・チムニク／作・絵 徳間書店 943 ﾁﾑ

三びきのクマ レフ・トルストイ／作 理論社 983 ﾄﾙ



児童書（知識） こども論語塾　その２・その３ 安岡　定子／著 明治書院 123 ｺｳ

小学生のための論語 齋藤　孝／著 ＰＨＰ研究所 123 ｺｳ

こどもギリシア哲学 齋藤　孝／著 草思社 131

本当に怖い話ＭＡＸ∞逢魔ケ刻（おうまがとき） 室秋　沙耶美／監修 新星出版社 147

大坂城へタイムワープ 細雪　純／マンガ 朝日新聞出版 210

日本史探偵コナン　５・６・11 青山　剛昌／原作 小学館 210 5

超訳こども「アインシュタインの言葉」 齋藤　孝／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 289 ｱｲ

戦争体験を「語り」・「継ぐ」 大石　学／監修 学研プラス 319

「ふつう」ってなんだ？ ＲｅＢｉｔ／監修 学研プラス 367

手話教室 早瀬　憲太郎／監修 ポプラ社 378

水草の森 今森　洋輔／絵・文 岩崎書店 468

恋するいきもの図鑑 今泉　忠明／監修 カンゼン 481.3

発明対決　１１ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 507 11

そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫／写真 小学館 746 ｲｿ

おやこで楽しむ講談入門 宝井　琴星／監修 彩流社 779.1 ｵ

絵本 ペネロペのしんがっき アン・グットマン／ぶん 岩崎書店 E ｲﾜ

わたしはヴァネッサと歩く ケラスコエット／作・絵 岩崎書店 E ｲﾜ

さよならともだち 内田　麟太郎／作 偕成社 E ｶｲ

ワタナベさん 北村　直子／作 偕成社 E ｶｲ

かぜビューン ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 学研プラス E ｶﾞﾂ

いっしょにねんね たちばな　れんじ／著 河出書房新社 E ｶﾜ

動物たちは、建築家！ ダニエル・ナサル／文 河出書房新社 E ｶﾜ

おばあさんのしんぶん 松本　春野／文・絵 講談社 E ｺｳ

おもちのかみさま かとう　まふみ／著 佼成出版社 E ｺｳ

いちねんせい 谷川　俊太郎／詩 小学館 E ｼﾖ

ブルブルさんとおばけのあかちゃん あさくら　まや／作 小学館 E ｼﾖ

密林一きれいなひょうの話 工藤　直子／おはなし 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

アナゴたいそう うさやま　みやこ／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

かぶきやパン かねまつ　すみれ／作 童心社 E ﾄﾞｳ

平成狸合戦ぽんぽこ 高畑　勲／原作 徳間書店 E ﾄｸ

すきやき はらぺこめがね／作 ニジノ絵本屋 E ﾆｼﾞ

ハンバーガー はらぺこめがね／作 ニジノ絵本屋 E ﾆｼﾞ

フルーツポンチ はらぺこめがね／作 ニジノ絵本屋 E ﾆｼﾞ

かぞえてみよう ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌｸ

もうちょっともうちょっと きむら　ゆういち／文 福音館書店 E ﾌｸ

わたしたしざんできるの ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌｸ

ぼくの弟は宇宙人 みうら　なつこ／作 文芸社 E ﾌﾞﾝ

キャッツ Ｔ．Ｓ．エリオット／ぶん ほるぷ出版 E ﾎﾙ

だれのいす？ アナ・カン／文 光村教育図書 E ﾐﾂ

としおくんむし ねじめ　正一／文 光村教育図書 E ﾐﾂ


