
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 悪玉伝 朝井　まかて／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｻ

私の人生なのに 清　智英／原案 講談社 F ｱｽﾞ

下町ロケット　〔３〕 池井戸　潤／著 小学館 F ｲｹ 3

ぞぞのむこ 井上　宮／著 光文社 F ｲﾉ

破蕾 冲方　丁／著 講談社 F ｳﾌﾞ

文字渦 円城　塔／著 新潮社 F ｴﾝ

サバイバル・ウェディング 大橋　弘祐／著 文響社 F ｵｵ

赤い靴 大山　淳子／著 ポプラ社 F ｵｵ

四十歳、未婚出産 垣谷　美雨／著 幻冬舎 F ｶｷ

秘録島原の乱 加藤　廣／著 新潮社 F ｶﾄ

銀幕のメッセージ 鯨　統一郎／著 光文社 F ｸｼﾞ

マトリョーシカ・ブラッド 呉　勝浩／著 徳間書店 F ｺﾞ

生き残り 古処　誠二／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺﾄﾞ

任侠浴場 今野　敏／著 中央公論新社 F ｺﾝ

ふたりぐらし 桜木　紫乃／著 新潮社 F ｻｸ

引火点 笹本　稜平／著 幻冬舎 F ｻｻ

秒速１１．２キロの熱情 直原　冬明／著 講談社 F ｼﾞｷ

鏡の背面 篠田　節子／著 集英社 F ｼﾉ

公園へ行かないか？火曜日に 柴崎　友香／著 新潮社 F ｼﾊﾞ

一億円のさようなら 白石　一文／著 徳間書店 F ｼﾗ

君の声が聞こえる 新谷　亜貴子／著 銀の鈴社 F ｼﾝ

夏空白花 須賀　しのぶ／著 ポプラ社 F ｽｶﾞ

正義の申し子 染井　為人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｿﾒ

送り火 高橋　弘希／著 文藝春秋 F ﾀｶ

東遊記 武内　涼／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｹ

新・水滸後伝　上・下 田中　芳樹／著 講談社 F ﾀﾅ 1・2

大人は泣かないと思っていた 寺地　はるな／著 集英社 F ﾃﾗ

焦土の刑事 堂場　瞬一／著 講談社 F ﾄﾞｳ

大奥づとめ 永井　紗耶子／著 新潮社 F ﾅｶﾞ

能面検事 中山　七里／著 光文社 F ﾅｶ

むすびつき 畠中　恵／著 新潮社 F ﾊﾀ

襲来　上・下 帚木　蓬生／著 講談社 F ﾊﾊ 1

蝶のゆくへ 葉室　麟／著 集英社 F ﾊﾑ

彼女は頭が悪いから 姫野　カオルコ／著 文藝春秋 F ﾋﾒ

インジョーカー 深町　秋生／著 幻冬舎 F ﾌｶ

この世界で君に逢いたい 藤岡　陽子／著 光文社 F ﾌｼﾞ

ショコラティエ 藤野　恵美／著 光文社 F ﾌｼﾞ



日本の小説 ハレルヤ 保坂　和志／著 新潮社 F ﾎｻ

友を待つ 本城　雅人／著 東京創元社 F ﾎﾝ

ギケイキ　２ 町田　康／著 河出書房新社 F ﾏﾁ 2

しき 町屋　良平／著 河出書房新社 F ﾏﾁ

シンドローム　上・下 真山　仁／著 講談社 F ﾏﾔ 1・2

ツキマトウ 真梨　幸子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏﾘ

蹴爪（ボラン） 水原　涼／著 講談社 F ﾐｽﾞ

スケルトン・キー 道尾　秀介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾁ

がんばりきれなかった得宗様 向田雅 文芸社 F ﾑｺ

死にたい、ですか 村上　しいこ／著 小学館 F ﾑﾗ

星をつなぐ手 村山　早紀／著 ＰＨＰ研究所 F ﾑﾗ

大ぼら吹きの城 矢野　隆／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾉ

小説曲直瀬道三 山崎　光夫／著 東洋経済新報社 F ﾔﾏ

外国の小説 七人のイヴ　２ ニール・スティーヴンスン／著 早川書房 933.7 ｽﾃ 2

リンカーンとさまよえる霊魂たち ジョージ・ソーンダーズ／著 河出書房新社 933.7 ｿﾝ

黒の扉は秘密の印 ケルスティン・ギア／著 東京創元社 943.7 ｷﾞｱ

セーヌ川の書店主 ニーナ・ゲオルゲ／著 集英社 943.7 ｹﾞｵ

ぼくの兄の場合 ウーヴェ・ティム／著 白水社 946 ﾃｲ

世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生 デイヴィッド・ベロス／著 白水社 953.6 ﾕｺﾞ

それからの彼女 アンヌ・ヴィアゼムスキー／著ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 953.7 ｳｲ

ガルヴェイアスの犬 ジョゼ・ルイス・ペイショット／著 新潮社 969.3 ﾍﾟｲ

新編不穏の書、断章 フェルナンド・ペソア／著 平凡社 969.7 ﾍﾟｿ

文庫 探偵が早すぎる　上・下 井上　真偽／著 講談社 B F ｲﾉ 1・2

くらまし屋稼業 今村　翔吾／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

人生に七味あり 江上　剛／著 徳間書店 B F ｴｶﾞ

ふたたびの虹 中島　久枝／著 光文社 B F ﾅｶ

ｄｅｌｅ　２ 本多　孝好／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾎﾝ 2

ハゲタカ　１上・下 真山　仁／〔著〕 講談社 B F ﾏﾔ 1-1・2

ハゲタカ　２上・下 真山　仁／〔著〕 講談社 B F ﾏﾔ 2-1・2

京都寺町三条のホームズ　１０ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 10

悪魔が来りて笛を吹く 横溝　正史／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾖｺ

悪女イヴ ジェイムズ・ハドリー・チェイス／著 東京創元社 B 933.7 ﾁｴ

伝奇集 Ｊ．Ｌ．ボルヘス／作 岩波書店 B 963 ﾎﾞﾙ

総記 世界を変えた本 マイケル・コリンズ／著 エクスナレッジ 020.2 ｾ

哲学 オランダ流コーチングがブレない「自分軸」を作る 石川　尚子／著 七つ森書館 159 ｲｵ

キラキラな宇宙法則をめちゃくちゃ日常生活に使ってみました岡田　哲也／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159 ｵｷ

女性の「定年後」 香山　リカ／著 大和書房 159.7 ｶｼﾞ

社会科学 知らないと恥をかく世界の大問題　８・９ 池上　彰／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 304 ｲｼ 8・9

悪だくみ 森　功／著 文藝春秋 312.1 ﾓﾜ

経済まるわかり 大江　英樹／著 日経ＨＲ 330 ｵｹ

これからヤバイ米中貿易戦争 渡邉　哲也／著 徳間書店 332.2 ﾜｺ

世界で活躍する仕事１００ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング／編 東洋経済新報社 333.8 ｾ

収録を終えて、こんなことを考えた 村上　龍／著 日本経済新聞出版社 335.1 ﾑｼ



社会科学 ダークサイド・スキル 木村　尚敬／著 日本経済新聞出版社 336.3 ｷﾀﾞ

身近な人が障害をもったときの手続きのすべて 鈴木　四季／監修 自由国民社 369.2 ﾐ

ウチの子の才能がグングン伸びる０歳から１０歳までの子育て習慣 竹内　エリカ／監修 ＳＤＰ 379.9 ｳ

自然科学 つくってあそぼう！ 吉井　潤／著 青弓社 407 ﾖﾂ

火星の科学 藤井　旭／著 誠文堂新光社 445.3 ﾌｶ

子どもと一緒に覚えたい毒生物の名前 ふじのくに地球環境史ミュージアム／監修 マイルスタッフ 481.9 ｺ

ホタルの不思議な世界 サラ・ルイス／著 エクスナレッジ 486.6 ﾙﾎ

も～っとずぼらヨガ 崎田　ミナ／著 飛鳥新社 498.3 ｻﾓ

人生１００年時代！腸から始める加齢の極意 藤田　紘一郎／著 ワニ・プラス 498.3 ﾌｼﾞ

感情の問題地図 関屋　裕希／著 技術評論社 498.8 ｾｶ

技術 廃材もらって小屋でもつくるか イマイ　カツミ／著 寿郎社 527.0 ﾊ

どうして海のしごとは大事なの？ 「海のしごと」編集委員会／編 成山堂書店 550 ﾄﾞ

恋するクラフトビール ＴＯＡ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 588.5 ﾄｺ

幸せな「おうち時間」はじめました ｙｕｋｉ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 590 ﾕｼ

ばぁば、９３歳。暮らしと料理の遺言 鈴木　登紀子／著 主婦と生活社 590.4 ｽﾊﾞ

おしゃれターバンとヘアバンド５０ 寺西　恵里子／著 主婦と生活社 594 ﾃｵ

かわいいかぎ針編み薔薇いっぱいこものベストセレクション アップルミンツ 594.3 ｶ

フラワーアクセサリー 折田　さやか／著 文化学園文化出版局 594.8 ｵﾌ

世界一やせるスクワット 坂詰　真二／監修 日本文芸社 595.6 ｾ

ひとりごはんの愉しみと工夫 有元　葉子／著 東京書籍 596 ｱﾋ

早い・簡単・子どもが喜ぶ!夏休みの昼ごはん KADOKAWA 596 ﾊ

９７歳梅干し名人　人生のいい塩梅 藤巻　あつこ／著 ＰＨＰ研究所 596.3 ﾌｷ

ＢＲＥＡＤ＆ＣＩＲＣＵＳ粉からおこす自家製天然酵母のパンづくり 寺本　五郎／著 柴田書店 596.6 ﾃﾌﾞ

抹茶ＢＯＯＫ 主婦の友社／編 主婦の友社 596.7 ﾏ

産業 農家が教えるジャガイモ・サツマイモつくり 農文協／編 農山漁村文化協会 616.8 ﾉ

すてきな花冠の作り方 フローリスト編集部／編 誠文堂新光社 627.9 ｽ

四季の野草リース 辻　典子／著 世界文化社 627.9 ﾂｼ

大きな犬と暮らす　Ｖｏｌ．２ 誠文堂新光社 645.6 ｵ 2

柴犬テツとこま　のほほんな暮らし 影山　直美／著 ベネッセコーポレーション645.6 ｶｼ

手作りネコのおうち カリン・オリバー／著 エクスナレッジ 645.7 ｵﾃ

世界一高価な切手の物語 ジェームズ・バロン／著 東京創元社 693.8 ﾊﾞｾ

芸術 絵封筒の描き方 吉水　咲子／著 誠文堂新光社 724 ﾖｴ

大家さんと僕 矢部　太郎／著 新潮社 726.1 ﾔｵ

ちひろメモリアル 平凡社 726.6 ｲﾜ

日本懐かしカード大全 堤　哲哉／著 辰巳出版 759 ﾂﾆ

言語 やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし 藤田　玲子／著 研究社 837.8 ﾌﾔ

文学 本格ミステリ戯作三昧 飯城　勇三／著 南雲堂 902.3 ｲﾎ

七〇歳年下の君たちへ 五木　寛之／著 新潮社 914.6 ｲﾂ

人生の値打ち 曽野　綾子／著 ポプラ社 914.6 ｿﾉ

咳をしても一人と一匹 群　ようこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914.6 ﾑﾚ

切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本　ばなな／著 幻冬舎 914.6 ﾖｼ

女のホンネ男のホンネ 田辺　聖子／著 文藝春秋 917 ﾀﾅ

児童書（読物） ハーブ魔女とふしぎなかぎ あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ



児童書（読物） 世界一クラブ　〔２〕 大空　なつき／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ

ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい／著 偕成社 F ｺﾃﾞ

こうえんのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

サブキャラたちの日本昔話 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ

ヤイレスーホ 菅野　雪虫／著 講談社 F ｽｶﾞ

ヨッちゃんのよわむし 那須　正幹／作 ポプラ社 F ﾅｽ

かいけつゾロリのドラゴンたいじ　２ 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ 2

十年屋 廣嶋　玲子／作 静山社 F ﾋﾛ

ヒッコスでひっこす 矢玉　四郎／作・絵 岩崎書店 F ﾔﾀﾞ

南西の風やや強く 吉野　万理子／著 あすなろ書房 F ﾖｼ

５分後に切ないラスト エブリスタ／編 河出書房新社 F

世にも不思議なストーリー 木野　誠太郎／著 西東社 F

楽しく覚える！まんが百人一首 谷　知子／監修 ナツメ社 911

ともだちいっぱい 田代　しゅうじ／著 四季の森社 911

フォックスクラフト　３ インバリ・イセーレス／著 静山社 933 ｲｾ 3

泥 ルイス・サッカー／作 小学館 933 ｻﾂ

ガムじいさん、あんたサイアクだよ！ アンディ・スタントン／作 小峰書店 933 ｽﾀ

けんこうだいいち マンロー・リーフ／さく 復刊ドットコム 933 ﾘﾌ

タイコたたきの夢 ライナー・チムニク／作・絵 徳間書店 943 ﾁﾑ

チャルーネ ホーコン・ウーヴレオース／作 ゴブリン書房 949 ｳﾌﾞ

ふたご探偵　１ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 1

暗号クラブ　１３ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 13

児童書（知識） ＡＩのサバイバル　１ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 007 1

イラスト版子どものアドラー心理学 菊地　典子／著 合同出版 140

おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ こんだ　あきこ／著 小学館 210

恐竜キングダム　１～5 レッドコード／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 457 1～5

えげつないいきもの図鑑 大谷　智通／著 ナツメ社 468

うんこがへんないきもの 早川　いくを／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 480

フムフム、がってん！いきものビックリ仰天クイズ 篠原　かをり／クイズ作成・解説 文藝春秋 480

必殺毒針戦士サソリ対超巨大グモタランチュラ イザベル・トーマス／著 鈴木出版 485.7

どっちが強い！？カマキリｖｓサソリ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 486.4

どっちが強い！？カブトムシｖｓクワガタムシ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 486.6

ミツバチのはなし ヴォイチェフ・グライコフスキ／文 徳間書店 486.7

大海原の暴れ者サメ対知能ハンターシャチ イザベル・トーマス／著 鈴木出版 487.5

どっちが強い！？サメｖｓメカジキ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 487.5

どっちが強い！？コブラｖｓガラガラヘビ レッドコード／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 487.9

どっちが強い！？ヘビｖｓワニ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 487.9

どっちが強い！？イヌワシｖｓハゲワシ レッドコード／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 488.7

どっちが強い！？オオカミｖｓハイエナ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.5

どっちが強い！？ライオンｖｓトラ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.5

白銀世界の王者ホッキョクグマ対命知らずの猛者グリズリーベア イザベル・トーマス／著 鈴木出版 489.5

百獣の王ライオン対密林の王トラ イザベル・トーマス／著 鈴木出版 489.5

どっちが強い！？クジラｖｓダイオウイカ レッドコード／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.6



児童書（知識） どっちが強い！？ゾウｖｓサイ レッドコード／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.7

どっちが強い！？オオツノヒツジｖｓバイソン スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.8

どっちが強い！？ゴリラｖｓクマ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.9

５億年後に意外な結末 菅原　そうた／原作 学研プラス 726.1 ｺﾞ

カムイ伝 白土　三平／著 小学館 726.1 ｼｶ

おりがみでごっこあそび いしかわ　まりこ／著 主婦の友社 754.9 ｲｵ

音楽の革命児ワーグナー 松本　零士／著 復刊ドットコム 762.3 ﾏｵ

小平奈緒 甲斐　毅彦／編 汐文社 784.6 ｺ

マンガでわかる！１０才までに覚えたい言葉１０００ 高濱　正伸／監修 永岡書店 814

マンガでわかる！１０才までに覚えたい言葉１０００　レベルアップ編 高濱　正伸／監修 永岡書店 814

マンガでわかる！１０才までに覚えたい英語１０００ 高濱　正伸／監修 永岡書店 834

絵本 なーんにみえる？わくわくパン コローロ／せいさく 赤ちゃんとママ社 E ｱｶ

絵本・名人伝 中島　敦／原作 あすなろ書房 E ｱｽ

実物大！世界のどうぶつ絵本 ソフィー・ヘン／作 あすなろ書房 E ｱｽ

みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ／さく アリス館 E ｱﾘ

がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス／文 ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

こんなことがあっタワー 丸山　誠司／作 えほんの杜 E ｴﾎ

にこにこばあ 新井　洋行／作 えほんの杜 E ｴﾎ

こちらムシムシ新聞社 三輪　一雄／作・絵 偕成社 E ｶｲ

まいごのたまご アレックス・ラティマー／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾄﾞ

ふるふるフルーツ ひがし　なおこ／文 学研教育みらい E ｶﾞﾂ

いっぺんやってみたかってん はっとり　ひろき／作 講談社 E ｺｳ

森のおくから レベッカ・ボンド／作 ゴブリン書房 E ｺﾞﾌﾞ

たくはいびーん 林　木林／作 小峰書店 E ｺﾐ

しっぽがわらう いとう　じゅんこ／さく 三五館シンシャ E ｻﾝ

からっぽマヨネーズ ねじめ　正一／作 鈴木出版 E ｽｽﾞ

コップってなんだっけ？ 佐藤　オオキ／著 ダイヤモンド社 E ﾀﾞｲ

めろんさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

千と千尋の神隠し 宮崎　駿／原作・脚本・監督 徳間書店 E ﾄｸ

それしかないわけないでしょう ヨシタケ　シンスケ 白泉社 E ﾊｸ

すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー／文 西村書店 E ﾆｼ

すきま地蔵 室井　滋/文　長谷川　義史/絵 白泉社 E ﾊｾ

絵本 とくべつないちにち かさい　まり／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

わんぱくだんのおにわのようせいたち ゆきの　ゆみこ／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

おくちをあーん きむら　ゆういち／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

キース・ヘリング ケイ・Ａ．ヘリング／文 評論社 E ﾋﾖ

月とアポロとマーガレット ディーン・ロビンズ／ぶん 評論社 E ﾋﾖ

たったひとつのドングリが ローラ・Ｍ．シェーファー／ぶん 評論社 E ﾋﾖ

あむ 小風　さち／さく 福音館書店 E ﾌｸ

うどんやのたあちゃん 鍋田　敬子／さく 福音館書店 E ﾌｸ

なずずこのっぺ？ カーソン・エリス／さく フレーベル館 E ﾌﾚ

ＮＥＷウォーリーをさがせ！ マーティン　ハンドフォード／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

ＮＥＷウォーリーをさがせ！きえた名画だいそうさく！ マーティン　ハンドフォード／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ



絵本 ＮＥＷウォーリーのふしぎなたび マーティン　ハンドフォード／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

おばけばたけ 林　なつこ／作 マイクロマガジン社 E ﾏｲ

こんにちは、キリンのあかちゃん 公文　健太郎／写真 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

ぼんやきゅう 指田　和／文 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

きりんきりん 武鹿　悦子／詩 リーブル E ﾘﾌﾞ

いたずらトロルと音楽隊 アニタ・ローベル／さく ロクリン社 E ﾛｸ

  

「図形がよくわかる算数おりがみ」 全3巻   阿部 恒／作  小峰書店 
 

「ヒーロー＆ヒロインと出会う名作読書きっかけ大図鑑」 全3巻  本田 和子／監修  日本図書センター 
 

「ヒーロー＆ヒロインに会おう！古典を楽しむきっかけ大図鑑」 全3巻  齋藤 孝／監修  日本図書センター 
 

「新レインボー写真でわかることわざ辞典」  学研プラス 
 

「新レインボー写真でわかる慣用句辞典」   学研プラス 
 

「新レインボー写真でわかる四字熟語辞典」  学研プラス 
 

「小学生のそろばん」  石戸珠算学園／監修  メイツ出版 
 

「プログラミングとコンピュータ」  大岩 元／監修  ＰＨＰ研究所 
 

「よくわかる人工知能」  松尾 豊／監修  ＰＨＰ研究所 
 

「よくわかる重力と宇宙」  佐藤 勝彦／監修  ＰＨＰ研究所 
 

「トリプル・ゼロの算数事件簿 ファイル７」  向井 湘吾／作  イケダ ケイスケ／絵  ポプラ社 
 

「超訳マンガ百人一首物語」  学研プラス 
 


