
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 転生王子はダラけたい　４ 朝比奈　和／著 アルファポリス F ｱｻ 4

ヲトメノイノリ 石田　千／著 筑摩書房 F ｲｼ

百年泥 石井　遊佳／著 新潮社 F ｲｼ

小説禁止令に賛同する いとう　せいこう／著 集英社 F ｲﾄ

モモコとうさぎ 大島　真寿美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ

春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎　琢磨／著 新潮社 F ｵｶ

口笛の上手な白雪姫 小川　洋子／著 幻冬舎 F ｵｶﾞ

海馬の尻尾 荻原　浩／著 光文社 F ｵｷﾞ

海亀たち 加藤　秀行／著 新潮社 F ｶﾄ

肉弾 河崎　秋子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾜ

雪子さんの足音 木村　紅美／著 講談社 F ｷﾑ

ヒトごろし 京極　夏彦／著 新潮社 F ｷﾖ

路上のＸ 桐野　夏生／著 朝日新聞出版 F ｷﾘ

ナイス★エイジ 鴻池　留衣／著 新潮社 F ｺｳ

棲月 今野　敏／著 新潮社 F ｺﾝ

エンディング・パラダイス 佐江　衆一／著 新潮社 F ｻｴ

茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける 諏訪　宗篤／著 朝日新聞出版 F ｽﾜ

ジャパゥン 清涼院　流水／著 幻冬舎 F ｾｲ

純忠 清涼院　流水／著 ＷＡＶＥ出版 F ｾｲ

サニー・シックスティーン・ルール 関口　尚／著 中央公論新社 F ｾｷ

翼の帰る処　番外編 妹尾　ゆふ子／著 幻冬舎コミックス F ｾﾉ

小説Ｘ　あなたをずっと、さがしてた 蘇部　健一／著 小学館 F ｿﾌﾞ

僕と彼女の左手 辻堂　ゆめ／著 中央公論新社 F ﾂｼﾞ

護られなかった者たちへ 中山　七里／著 ＮＨＫ出版 F ﾅｶ

夜更けの川に落葉は流れて 西村　賢太／著 講談社 F ﾆｼ

九十八歳になった私 橋本　治／著 講談社 F ﾊｼ

蒼き山嶺 馳　星周／著 光文社 F ﾊｾ

ゴーフォワード！ 花形　みつる／著 ポプラ社 F ﾊﾅ

太閤私記　續 花村　萬月／著 講談社 F ﾊﾅ 2

焔 星野　智幸／著 新潮社 F ﾎｼ

愛が挟み撃ち 前田　司郎／著 文藝春秋 F ﾏｴ

奥羽関ケ原 松永　弘高／著 朝日新聞出版 F ﾏﾂ

ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで 真梨　幸子／著 幻冬舎 F ﾏﾘ

ディア・ペイシェント 南　杏子／著 幻冬舎 F ﾐﾅ

しょったれ半蔵 谷津　矢車／著 小学館 F ﾔﾂ

光点 山岡　ミヤ／著 集英社 F ﾔﾏ

私の頭が正常であったなら 山白　朝子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾏ

花ひいらぎの街角 吉永　南央／著 文藝春秋 F ﾖｼ

外国の小説 ファミリー・ライフ アキール・シャルマ／著 新潮社 933.7 ｼﾔ

Ｊ・Ｇ・バラード短編全集　５ Ｊ．Ｇ．バラード／著 東京創元社 933.7 ﾊﾞﾗ 5

ハウスキーピング マリリン・ロビンソン／著 河出書房新社 933.7 ﾛﾋﾞ

三月十五日カエサルの最期 ソーントン・ワイルダー／著 みすず書房 933.7 ﾜｲ

女王ロアーナ、神秘の炎　上・下 ウンベルト・エーコ／著 岩波書店 973 ｴｺ

文庫本 真夜中のパン屋さん　６ 大沼　紀子／著 ポプラ社 B F ｵｵ 6



文庫本 先生！、、、好きになってもいいですか？ 河原　和音／原作 集英社 B F ｵｶ

深川二幸堂菓子こよみ 知野　みさき／著 大和書房 B F ﾁﾉ

愛は味噌汁 山口　恵以子／著 角川春樹事務所 B F ﾔﾏ

総記 「図書館のめざすもの」を語る 第１０１回全国図書館大会第１４分科会運営委員／編 日本図書館協会 010 ﾄ

「図書館学の五法則」をめぐる１８８の視点 竹内　哲／編 日本図書館協会 010.1 ﾄ

図書館の歩む道 ランガナタン／著 日本図書館協会 010.1 ﾗﾄ

図書館と法 鑓水　三千男／著 日本図書館協会 011.2 ﾔﾄ

図書館空間のデザイン　続 益子　一彦／著 丸善出版 012 ﾏﾄ 2

よい図書館施設をつくる 植松　貞夫／著 日本図書館協会 012 ﾖ

図書館長の仕事 ちば　おさむ／著 日本図書館協会 013 ﾁﾄ

図書館員のためのプログラミング講座 山本　哲也／著 日本図書館協会 013 ﾔﾄ

公共図書館の自己評価入門 神奈川県図書館協会図書館評価特別委員会／編 日本図書館協会 013.5 ｺ

〈本の世界〉の見せ方 明定　義人／著 日本図書館協会 014.1 ﾐﾎ

サインはもっと自由につくる 中川　卓美／著 日本図書館協会 014.5 ﾅｻ

実践型レファレンス・サービス入門 斎藤　文男／著 日本図書館協会 015.2 ｻｼﾞ

パッと見てピン！動作観察で利用者支援 結城　俊也／著 日本図書館協会 015.9 ﾕﾊﾟ

絵本を愉しむ 笹倉　剛／著 あいり出版 019.5 ｻｴ

歴史 花押・印章図典 瀬野　精一郎／監修 吉川弘文館 R 210.0 ｶ

保育・子育て絵本の住所録 舟橋　斉／編著 三学出版 R 028.0 ﾌﾎ

哲学 新哲学対話 飯田　隆／著 筑摩書房 104 ｲｼ

ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！ かずみん／著 秀和システム 147 ｶｱ

人生の「主役」はあなたです 鈴木　真奈美／著 ＰＨＰ研究所 159 ｽｼﾞ

いつもの自分がやらないほうをやってみる 鳥居　ミコ／著 サンマーク出版 159 ﾄｲ

言葉は現実化する 永松　茂久／著 きずな出版 159 ﾅｺ

自動的に夢がかなっていくブレイン・プログラミング アラン・ピーズ／著 サンマーク出版 159 ﾋﾟｼﾞ

人とチームの魅力を引き出すドラマ思考のススメ 平野　秀典／著 あさ出版 159 ﾋﾋ

ほどよく距離を置きなさい 湯川　久子／著 サンマーク出版 159 ﾕﾎ

社会科学 北京スケッチ 渡辺　陽介／著 明石書店 302.2 ﾜﾍﾟ

法情報の調べ方入門 ロー・ライブラリアン研究会／編 日本図書館協会 320.7 ﾎ

話し方は「声」で変わる 島田　康祐／著 フォレスト出版 336.4 ｼﾊ

自然科学 小中学校の算数・数学が９時間でわかる本 間地　秀三／著 ＰＨＰ研究所 410 ﾏｼ

我々はなぜ我々だけなのか 川端　裕人／著 講談社 469.2 ｶﾜ

ゲノムが語る人類全史 アダム・ラザフォード／著 文藝春秋 469.2 ﾗｹﾞ

英国王立園芸協会とたのしむ植物のふしぎ ガイ・バーター／著 河出書房新社 470.4 ﾊﾞｴ

読むパンダ 黒柳　徹子／選 白水社 489.5 ﾖ

痛い在宅医 長尾　和宏／著 ブックマン社 498 ﾅｲ

一生疲れない人の「脳」の休め方 菅原　道仁／著 実務教育出版 498.3 ｽｲ

技術 おしゃれはほどほどでいい 野宮　真貴／著 幻冬舎 589.2 ﾉｵ

教科書にないお金の増やし方・守り方 大江　英樹／著 大和書房 591 ｵｷ

芸術 創造＆老年 横尾　忠則／著 ＳＢクリエイティブ 702.1 ﾖｿ

水木しげる漫画大全集　１００ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 100

水木しげる漫画大全集　０２４ 水木　しげる／著 講談社 726.1 ﾐﾐ 24

私の八月十五日　１・３ 今人舎 726.5 ﾜ

私の八月十五日　４ 今人舎 L 726.5 ﾜ 4

絵本のつくりかた　２ みづゑ編集部／編 美術出版社 726.6 ｴ 2

読売報道写真集　２０１８ 読売新聞東京本社 748 ﾖ 18

かわいいポケット折り紙 藤本　祐子／著 日貿出版社 754.9 ﾌｶ

マトリョーシカ ウッドバーニングの店木の香／監修 グラフィック社 759.9 ﾏ

わろてんか　Ｐａｒｔ２ 吉田　智子／作 ＮＨＫ出版 778.8 ﾜ 2

１５歳 梅崎　司／著 東邦出版 783.4 ｳﾒ
東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎからの挑戦状　第１巻・第３巻 東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ／著 扶桑社 798.3 ﾄ



言語 頭の中を「言葉」にしてうまく伝える。 山口　謠司／著 ワニブックス 809 ﾔｱ

広辞苑 新村　出／編 岩波書店 R 813.1 ｺ

大人の語彙力大全 齋藤　孝／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 814 ｻｵ

図書館多読への招待 酒井　邦秀／編著 日本図書館協会 830.7 ﾄ

文学 ノンフィクション児童文学の力 国松　俊英／著 文溪堂 909 ｸﾉ

俳句、やめられません 岸本　葉子／著 小学館 911.3 ｷﾊ

オンナの奥義 阿川　佐和子／著 文藝春秋 914.6 ｱｶﾞ

にっぽんの履歴書 門井　慶喜／著 文藝春秋 914.6 ｶﾄﾞ

人生の退き際 曽野　綾子／著 小学館 914.6 ｿﾉ

常識は凡人のもの 藤原　正彦／著 新潮社 914.6 ﾌｼﾞ

ペコロスの母の忘れもの 岡野　雄一／著 朝日新聞出版 916 ｵｶ

特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー カズオ・イシグロ／著 早川書房 930.2 ｲｼ

アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェイコブス／著 紀伊國屋書店 936 ｼﾞｴ

わが闘争　２ カール・オーヴェ・クナウスゴール／著 早川書房 949.6 ｸﾅ 2

ミレニアム　５　上・下 早川書房 949.8 5

児童書（読物） ５分後に思わず涙。 桃戸　ハル／編著 学研プラス F

十代最後の日 赤川　次郎／著 汐文社 F ｱｶ

墓守りのレオ　１・２ 石川　宏千花／著 小学館 F ｲｼ

少年Ｎの長い長い旅　０４ 石川　宏千花／著 講談社 F ｲｼ 4

おばけのアッチとくものパンやさん 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

たんじょう会はきょうりゅうをよんで 如月　かずさ／作 講談社 F ｷｻ

夢見の占い師 楠　章子／作 あかね書房 F ｸｽ

歯っかけアーメンさま 薫　くみこ／作 理論社 F ｸﾝ

ふしぎパティシエールみるか　１～３ 斉藤　洋／作 あかね書房 F ｻｲ

王さまのスプーンになったおたまじゃくし さくら　文葉／作 ＰＨＰ研究所 F ｻｸ

５分後に恋の結末 橘　つばさ／著 学研プラス F ﾀﾁ

どうくつをこねる糸川くん 春間　美幸／作 講談社 F ﾊﾙ

いらないねこ ヒグチ　ユウコ／絵と文 白泉社 F ﾋｸﾞ

さよなら、おばけ団地 藤重　ヒカル／作 福音館書店 F ﾌｼﾞ

灰色の本 緑川　聖司／作 ポプラ社 F ﾐﾄﾞ

大どろぼうジャム・パン 内田　麟太郎／作 文研出版 ｽｲﾘ

図書館の怪談 斉藤　洋／作 あかね書房 ｽｲﾘ

プレゼントは魔法のほうき ルース・サイムズ／作 ポプラ社 933 ｻｲ

子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース／文 さ・え・ら書房 933 ﾋﾟﾀ

児童書（知識） こども「学問のすすめ」 齋藤　孝／著 筑摩書房 002

戦国合戦へタイムワープ トリル／マンガ 朝日新聞出版 210

日本史探偵コナン　３・４・１０ 青山　剛昌／原作 小学館 210

敗戦後の日本を慈悲と勇気で支えた人 野口　芳宣／著 銀の鈴社 289 ｼﾞﾔ

今日は何の日？３６６日大事典 校内放送研究所／編 あかね書房 375

５分間のサバイバル　５年生 韓　賢東／マンガ 朝日新聞出版 404 5

もっとしくじり動物大集合 新宅　広二／著 永岡書店 480

へんな生き物ずかん 早川　いくを／著 ほるぷ出版 480.3

さかなのたまご 内山　りゅう／写真・文 ポプラ社 487.5

未来のために学ぶ四大公害病 除本　理史／監修 岩崎書店 498

大根はエライ 久住　昌之／文・絵 福音館書店 626

おじいちゃんとパン たな／え・ぶん パイインターナショナル 726.6 ﾀｵ

ジャングルのサバイバル　６・７ 洪　在徹／文 朝日新聞出版 786 ﾎｼﾞ 6

国語は語彙力！ 齋藤　孝／著 ＰＨＰ研究所 810

自分におどろく たなか　かずお／文 童話屋 911

こども「シェイクスピア」 齋藤　孝／著 筑摩書房 932 ｼｴ

絵本 しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー／作・絵 あかね書房 E ｱｶ



絵本 夏がきた 羽尻　利門／作 あすなろ書房 E ｱｽ

ペンギンホテル 牛窪　良太／作 アリス館 E ｱﾘ

ラーメンこうばん ささき　みお／作 アリス館 E ｱﾘ

かん字のうた 川崎　洋／詩 岩崎書店 E ｲﾜ

レ・ミゼラブル　前編 五島　夕夏／文・絵 岩崎書店 E ｲﾜ 1

わたしのそばできいていて リサ・パップ／作 ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

おもいで星がかがやくとき 刀根　里衣／著 ＮＨＫ出版 E ｴﾇ

なんでもたしざん ナイジェルグラフ／え オークラ出版 E ｵｸ

ほげちゃんとこいぬのペロ やぎ　たみこ／作 偕成社 E ｶｲ

走れ！みかんのかわ 吉田　戦車／著 河出書房新社 E ｶﾜ

ぼくのおとうさんとおかあさん みやにし　たつや／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

ながいながい骨の旅 松田　素子／文 講談社 E ｺｳ

ねこでんしゃ 山口　マオ／作 交通新聞社 E ｺｳ

はりねずみのルーチカ　りんごとれるかな？ 北見　葉胡／作・絵 講談社 E ｺｳ

ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター／さく サンクチュアリ出版 E ｻﾝ

あっぱれ！ぱくっ せき　ゆうこ／作 小学館 E ｼﾖ

ぽちっとあかいおともだち コーリン・アーヴェリス／文 少年写真新聞社 E ｼﾖ

とりかえっことりかえっこ ふくだ　じゅんこ／文・絵 大日本図書 E ﾀﾞｲ

おさるのこうすけ 武田　美穂／作・絵 童心社 E ﾄﾞｳ

あめのひ サム・アッシャー／作・絵 徳間書店 E ﾄｸ

ちかてつライオンせん サトウ　マサノリ／作・絵 パイインターナショナル E ﾊﾟｲ

でんしゃのずかん 五十嵐　美和子／作 白泉社 E ﾊｸ

とりこしふくろう 滑川　まい／著 白泉社 E ﾊｸ

おこる 中川　ひろたか／作 金の星社 E ﾊｾ

おしりつねり 桂　文我／ぶん ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

マフィー＆ジオ空とぶレシピ 石津　ちひろ／文 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

おなじそらのしたで 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

うちゅうはきみのすぐそばに いわや　けいすけ／ぶん 福音館書店 E ﾌｸ

だるまちゃんとかまどんちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店 E ﾌｸ

だるまちゃんとキジムナちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店 E ﾌｸ

だるまちゃんとはやたちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店 E ﾌｸ

ひとりになったライオン 夏目　義一／文・絵 福音館書店 E ﾌｸ

ホウホウフクロウ 井上　洋介／作 福音館書店 E ﾌｸ

みんなでたのしむまよいみち 安野　光雅／文・絵 福音館書店 E ﾌｸ

さんびきのくま 神沢　利子／文 フレーベル館 E ﾌﾚ

アームストロング トーベン・クールマン／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

ブルドッグたんていときえたほし 谷口　智則／作・絵 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

あけましてのごあいさつ すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ﾎﾙ

せかいいちまじめなレストラン たしろ　ちさと／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

もしきみが月だったら ローラ・パーディ・サラス／文 光村教育図書 E ﾐﾂ

赤ずきん ジャン・リュック・ビュケ／作 洋洋社 E ﾖｳ

森のおはなし マーク・マーティン／作 六耀社 E ﾘｸ

大造じいさんとがん 椋　鳩十／作 理論社 E ﾘﾛ

藤吉じいとイノシシ 椋　鳩十／作 理論社 E ﾘﾛ


