
分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 ガラスの殺意 秋吉　理香子／著 東京：双葉社 F ｱｷ

向日葵のある台所 秋川　滝美／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ

対岸の家事 朱野　帰子／著 東京：講談社 F ｱｹ

骸の鍵 麻見　和史／著 東京：双葉社 F ｱｻ

帝都探偵大戦 芦辺　拓／著 東京：東京創元社 F ｱｼ

愛すること、理解すること、愛されること 李　龍徳／著 東京：河出書房新社 F ｲ

冷たい檻 伊岡　瞬／著 東京：中央公論新社 F ｲｵ

日傘を差す女 伊集院　静／著 東京：文藝春秋 F ｲｼﾞ

ざんねんなスパイ 一條　次郎／著 東京：新潮社 F ｲﾁ

歌え、汝龍たりし日々を 岩井　三四二／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F ｲﾜ

すぐ死ぬんだから 内館　牧子／著 東京：講談社 F ｳﾁ

あなた 大城　立裕／著 東京：新潮社 F ｵｵ

アリバイ崩し承ります 大山　誠一郎／著 東京：実業之日本社 F ｵｵ

漂砂の塔 大沢　在昌／著 東京：集英社 F ｵｵ

ある日失わずにすむもの 乙川　優三郎／著 東京：徳間書店 F ｵﾄ

夜の側に立つ 小野寺　史宜／著 東京：新潮社 F ｵﾉ

信長の原理 垣根　涼介／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｷ

悪魔と呼ばれた男 神永　学／著 東京：講談社 F ｶﾐ

母のあしおと 神田　茜／著 東京：集英社 F ｶﾝ

青少年のための小説入門 久保寺　健彦／著 東京：集英社 F ｸﾎﾞ

名もなき王国 倉数　茂／著 東京：ポプラ社 F ｸﾗ

歪んだ波紋 塩田　武士／著 東京：講談社 F ｼｵ

鳥居の密室 島田　荘司／著 東京：新潮社 F ｼﾏ

サーラレーオ 新庄　耕／著 東京：講談社 F ｼﾝ

鬼嵐 仙川　環／著 東京：小学館 F ｾﾝ

オブジェクタム 高山　羽根子／著 東京：朝日新聞出版 F ﾀｶ

今夜はひとりぼっちかい？ 高橋　源一郎／著 東京：講談社 F ﾀｶ

翼竜館の宝石商人 高野　史緒／著 東京：講談社 F ﾀｶ

私が誰かわかりますか 谷川　直子／著 東京：朝日新聞出版 F ﾀﾆ

深夜の博覧会 辻　真先／著 東京：東京創元社 F ﾂｼﾞ

ＴＡＳ特別師弟捜査員 中山　七里／著 東京：集英社 F ﾅｶ

特捜投資家 永瀬　隼介／著 東京：ダイヤモンド社 F ﾅｶﾞ

約束のネバーランド 白井　カイウ／原作 東京：集英社 F ﾅﾅ

始まりの家 蓮見　恭子／著 東京：講談社 F ﾊｽ

凍てつく太陽 葉真中　顕／著 東京：幻冬舎 F ﾊﾏ

廃墟ラブ 原　宏一／著 東京：文藝春秋 F ﾊﾗ

ボーダレス 誉田　哲也／著 東京：光文社 F ﾎﾝ

イアリー 前川　裕／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏｴ

一度だけ 益田　ミリ／著 東京：幻冬舎 F ﾏｽ

ブロードキャスト 湊　かなえ／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾅ

地球星人 村田　沙耶香／著 東京：新潮社 F ﾑﾗ

静かに、ねぇ、静かに 本谷　有希子／著 東京：講談社 F ﾓﾄ

人類滅亡小説 山田　宗樹／著 東京：幻冬舎 F ﾔﾏ

ストロング・スタイル 行成　薫／著 東京：文藝春秋 F ﾕｷ



日本の小説 国宝　上・下 吉田　修一／著 東京：朝日新聞出版 F ﾖｼ 

外国の小説 元年春之祭 陸　秋槎／著 東京：早川書房 923.7 ﾘｸ

ここにいる 王　聡威／著 東京：白水社 923.7 ﾜﾝ

こうしてイギリスから熊がいなくなりました ミック・ジャクソン／著 東京：東京創元社 933.7 ｼﾞﾔ

最初の悪い男 ミランダ・ジュライ／著 東京：新潮社 933.7 ｼﾞﾕ

七人のイヴ　３ ニール・スティーヴンスン／著 東京：早川書房 933.7 ｽﾃ 3

変わったタイプ トム・ハンクス／著 東京：新潮社 933.7 ﾊﾝ

グッバイ・クリストファー・ロビン アン・スウェイト／著 東京：国書刊行会 933.7 ﾐﾙ

真夜中の太陽 ジョー・ネスボ／著 東京：早川書房 949.6 ﾈｽ

ルーム・オブ・ワンダー ジュリアン・サンドレル／著 東京：ＮＨＫ出版 953.7 ｻﾝ

監禁面接 ピエール・ルメートル／著 東京：文藝春秋 953.7 ﾙﾒ

わたしたちが火の中で失くしたもの マリアーナ・エンリケス／著 東京：河出書房新社 963 ｴﾝ

文  庫 一生使えるクローゼット・ノート 槙村　さとる／〔著〕 東京：幻冬舎 B 589.2 ﾏｲ

復活力 サンドウィッチマン／〔著〕 東京：幻冬舎 B 779.1 ｻﾌ

クリミナル・タウン サム・マンソン／著 東京：早川書房 B 933.7 ﾏﾝ

茉莉花官吏伝　４ 石田　リンネ／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 4

騒動 上田　秀人／〔著〕 東京：講談社 B F ｳｴ

オーダーは探偵に　〔１０〕 近江　泉美／〔著〕 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵｳ 10

夏、１９歳の肖像 島田　荘司／著 東京：文藝春秋 B F ｼﾏ

一揆の声 千野　隆司／著 東京：双葉社 B F ﾁﾉ

本所おけら長屋　１１ 畠山　健二／著 東京：ＰＨＰ研究所 B F ﾊﾀ 11

総  記 人には教えたくないグレーゾーンな知識５００ 裏の処世術研究倶楽部／著 東京：宝島社 049 ﾋ

哲  学 身近な人の「攻撃」がスーッとなくなる本 水島　広子／著 東京：大和出版 146.8 ﾐﾐ

あなたの宇宙人バイブレーションが覚醒します！ 松久　正／著 東京：徳間書店 147 ﾏｱ

君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／著 東京：岩波書店 159.5 ﾖｷ

若者がうらやましがる老人になってやろう 帯津　良一／著 東京：海竜社 159.7 ｵﾜ

科学者が解く「老人」のウソ 武田　邦彦／著 東京：産経新聞出版 159.7 ﾀｶ

金持ち老後、貧乏老後 田口　智隆／著 東京：水王舎 159.7 ﾀｶ

６５歳何もしない勇気 樋口　裕一／著 東京：幻冬舎 159.7 ﾋﾛ

やまと尼寺精進日記 ＮＨＫ「やまと尼寺精進日記」制作班／著 東京：ＮＨＫ出版 188.6 ﾔ

歴  史 教科書には書かれていない江戸時代 山本　博文／著 東京：東京書籍 210.5 ﾔｷ

歴史と戦争 半藤　一利／著 東京：幻冬舎 210.6 ﾊﾚ

昭和の怪物七つの謎 保阪　正康／著 東京：講談社 281.0 ﾎｼ

おかげさまで、注文の多い笹餅屋です 桑田　ミサオ／著 東京：小学館 289.1 ｸﾜ

今こそ学ぼう地理の基本 長谷川　直子／編 東京：山川出版社 290.1 ｲ

地球の歩き方　Ｄ０９  マカオ 『地球の歩き方』編集室／編集 東京：ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 ﾁ 4-9

社会科学 自国第一主義という病 浜　矩子／著 東京：毎日新聞出版 304 ﾊｼﾞ

未来を読む ジャレド・ダイアモンド／著 東京：ＰＨＰ研究所 304 ﾐ

図解２時間でわかる！はじめての家族信託 宮田　浩志／著 東京：クロスメディア・パブリッシング 324.8 ﾐｽﾞ

世界を変えた１４の密約 ジャック・ペレッティ／著 東京：文藝春秋 332.0 ﾍﾟｾ

マイペースで働く！自宅でひとり起業仕事図鑑 滝岡　幸子／著 東京：同文舘出版 335 ﾀﾏ

知らないと損をする最新配偶者控除 梅本　正樹／著 東京：秀和システム 345.3 ｳｼ

「右翼」の戦後史 安田　浩一／著 東京：講談社 361.6 ﾔｳ

女子のための「手に職」図鑑 華井　由利奈／著 東京：光文社 366.2 ﾊｼﾞ

百年の女 酒井　順子／著 東京：中央公論新社 367.2 ｻﾋ

高校生ワーキングプア ＮＨＫスペシャル取材班／著 東京：新潮社 367.6 ｺ

不倫 中野　信子／著 東京：文藝春秋 367.9 ﾅﾌ

学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社／編 東京：ポプラ社 371.4 ｶﾞ

０歳からはじまるオランダの性教育 リヒテルズ直子／著 東京：日本評論社 372.3 ﾘｾﾞ

自然科学 １３歳からの研究倫理 大橋　淳史／著 京都：化学同人 407 ｵｼﾞ

. リアルサイズ古生物図鑑　古生代編 土屋　健／著 東京：技術評論社 457 ﾂﾘ



自然科学 世界植物探検の歴史 キャロリン・フライ／著 東京：原書房 470.7 ﾌｾ

東西ベルリン動物園大戦争 ヤン・モーンハウプト／著 東京：ＣＣＣメディアハウス 480.7 ﾓﾄ

すこやかヨガ いとう　あつこ／著 東京：日貿出版社 498.3 ｲｽ

見るだけで体が変わる魔法のイラスト 小池　義孝／著 東京：自由国民社 498.3 ｺﾐ

心と体に効かせるはじめてヨガ 綿本　彰／著 東京：学研プラス 498.3 ﾜｺ

技  術 小さな暮らしのはじめ方 東京：地球丸 590 ﾁ

ムダ家事がごっそり消える生活 本間　朝子／著 東京：サンクチュアリ出版 590 ﾎﾑ

きのう、きょう、あした。 つばた　英子／著 東京：主婦と生活社 590.4 ﾂｷ

１枚仕立てのはおりもの 東京：日本ヴォーグ社 593.3 ｲ

つくりおきと段取りで料理上手の１週間 東京：地球丸 596 ﾂ

ｃｉｍａｉのイーストと天然酵母のパンレシピ 大久保　真紀子／著 東京：マイナビ出版 596.6 ｵｼ

産  業 知って納得！植物栽培のふしぎ 田中　修／著 東京：日刊工業新聞社 615 ﾀｼ

農家が教える野菜づくりのコツと裏ワザ 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 626 ﾉ

日本が誇るビジネス大賞　２０１８年度版 東京：英国生活ミスター・パートナー 675.1 ﾆ
すぐに役立つ入門図解最新交通事故の法律とトラブル解決マニュアル 木島　康雄／監修 東京：三修社 681.3 ｽ

芸  術 堀文子現在　第一集～第三集 堀　文子／著 東京：ナカジマアート 721.9 ﾎﾎ

もっと知りたいボナール 高橋　明也／監修・著 東京：東京美術 723.3 ﾎﾞﾅ

夕凪の街　桜の国 こうの　史代／著 東京：双葉社 726.1 ｺﾕ

家族がよろこぶダンボール工作 ｐｉｋａ／著 東京：日本ヴォーグ社 754.9 ﾋﾟｶ

曲線折り紙デザイン 三谷　純／著 東京：日本評論社 754.9 ﾐｷ

歌を作ろう！ ミマス／著 東京：音楽之友社 767.8 ﾐｳ

西郷どん　後編 東京：ＮＨＫ出版 778.8 ｾ 2

半分、青い。　Ｐａｒｔ２ 北川　悦吏子／作 東京：ＮＨＫ出版 778.8 ﾊ 2

０歳からのボール遊び運動 小山　啓太／著 東京：ベースボール・マガジン社 783 ｺｾﾞ

強豪校の監督術 松井　浩／著 東京：講談社 A 783.7 ﾏｷ

鬼才伝説 加藤　一二三／著 東京：中央公論新社 796.0 ｶﾄ

うつ病九段 先崎　学／著 東京：文藝春秋 796.0 ｾﾝ

言  語 Ｊｕｍｐ‐Ｓｔａｒｔ！ 高山　英士／著 東京：Ｌｉｎｋａｇｅ　Ｃｌｕｂ 830 ﾀｼﾞ

文  学 文豪たちの友情 石井　千湖／著 〔東京〕：立東舎 910.2 ｲﾌﾞ

愛×数学×短歌 横山　明日希／編著 東京：河出書房新社 911.1 ｱ

牧水の恋 俵　万智／著 東京：文藝春秋 911.1 ﾜｶ

枕詞はサッちゃん 内藤　啓子／著 東京：新潮社 911.5 ｻｶ

いずれの日にか国に帰らん 安野　光雅／著 東京：山川出版社 914.6 ｱﾝ

たそがれてゆく子さん 伊藤　比呂美／著 東京：中央公論新社 914.6 ｲﾄ

こころ傷んでたえがたき日に 上原　隆／著 東京：幻冬舎 914.6 ｳｴ

桃紅一〇五歳好きなものと生きる 篠田　桃紅／著 東京：世界文化社 914.6 ｼﾉ

吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる 吉本　ばなな／著 東京：朝日新聞出版 914.6 ﾖｼ

児童書(読物） ラストサバイバル　〔１〕～〔４〕 大久保　開／作 東京：集英社 F ｵｵ

オレは、センセーなんかじゃない！ おかざき　さとこ／著 東京：学研プラス F ｵｶ

帽子から電話です 長田　弘／作 東京：偕成社 F ｵｻ

ほねほねザウルス　１９ カバヤ食品株式会社／原案・監修 東京：岩崎書店 F ｸﾞﾙ 19

サラとピンキー　たからじまへ行く 富安　陽子／作・絵 東京：講談社 F ﾄﾐ

おしりたんてい　みはらしそうのかいじけん トロル／さく・え 東京：ポプラ社 F ﾄﾛ

おとのさま、でんしゃにのる 中川　ひろたか／作 東京：佼成出版社 F ﾅｶ

秘密基地のつくりかた教えます 那須　正幹／作 東京：ポプラ社 F ﾅｽ

３、２、１、ゼロ？ 宮下　すずか／作 東京：くもん出版 F ﾐﾔ

ちびっこやゆよ 宮下　すずか／作 東京：くもん出版 F ﾐﾔ

ナイスキャッチ！　３ 横沢　彰／作 東京：新日本出版社 F ﾖｺ 3

古事記 斉藤　洋／文 東京：講談社 F

文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　影 北原　白秋／ほか〔著〕 東京：汐文社 F

あいことばは名探偵 杉山　亮／作 東京：偕成社 ｽｲﾘ

 
 



児童書(読物） 科学探偵ＶＳ．闇のホームズ学園 佐東　みどり／作 東京：朝日新聞出版 ｽｲﾘ

５分後に意外な結末ｅｘ　オレンジ色に燃える呪文 桃戸　ハル／編著 東京：学研プラス 908

５分後に意外な結末ｅｘ　エメラルドに輝く風景 桃戸　ハル／編著 東京：学研プラス 908

伝説の巨大ハリケーン メアリー・ポープ・オズボーン／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

インクレディブル・ファミリー スーザン・フランシス／作 東京：偕成社 933

雑種 フランツ・カフカ／作 東京：理論社 943 ｶﾌ

児童書(知識） 魔女学校の教科書 西村　佑子／作 東京：静山社 147

世界の歴史アドベンチャー　ギリシャの秘宝 ゴムドリｃｏ．／文 東京：コスミック出版 231

世界の歴史アドベンチャー　アメリカの秘宝 ゴムドリｃｏ．／文 東京：コスミック出版 253

アイスクリームが溶けてしまう前に 小沢健二と日米恐怖学会／〔著〕 東京：福音館書店 386

齋藤孝の覚えておきたい日本の行事 齋藤　孝／著 東京：金の星社 386

おとぎ話を科学する！　１～２ 栄光ゼミナール／監修 東京：ＰＨＰ研究所 404 

５分間のサバイバル　２年生 韓　賢東／マンガ 東京：朝日新聞出版 404 2

実験対決　２８ 洪　鐘賢／絵 東京：朝日新聞出版 407 28

ドラえもん科学ワールド人類進化の不思議 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 東京：小学館 469

雑草はなぜそこに生えているのか 稲垣　栄洋／著 東京：筑摩書房 471

あべ弘士どうぶつクイズ教室 あべ　弘士／著 東京：クレヨンハウス 480

気がつけば動物学者三代 今泉　忠明／著 東京：講談社 480.4

どっちが強い！？ハチｖｓクモ ジノ／ストーリー 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 486.7

楽しいハロウィン工作　１～３ いしかわ　まりこ／作 東京：汐文社 750 ｲﾀ

ストローとモールでつくる幾何学オブジェ 日本数学検定協会／著 東京：日本数学検定協会 750 ｽ

ジャングルのサバイバル　８ 洪　在徹／文 東京：朝日新聞出版 786 ﾎｼﾞ 8

絵  本 おっぱいごりら 聞かせ屋。けいたろう／ぶん 東京：アリス館 E ｱﾘ

たっちだいすき 聞かせ屋。けいたろう／ぶん 東京：アリス館 E ｱﾘ

ピーマンのにくづめだったもののはなし 若井　麻奈美／作 東京：アリス館 E ｱﾘ

まんまるだあれ いまもり　みつひこ／文・切り絵 東京：アリス館 E ｱﾘ

れいぞうこからとーって！ 竹与井　かこ／著 東京：アリス館 E ｱﾘ

すいかのプール アンニョン・タル／作 東京：岩波書店 E ｲﾜ

ハロウィーンの星めぐり ウォルター・デ・ラ・メア／詩 東京：岩崎書店 E ｲﾜ

いいまちがいちゃん のぶみ／さく 東京：ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

行ったり来たり大通り 五味　太郎／作 東京：絵本館 E ｴﾎ

おうさまがかえってくる１００びょうまえ！ 柏原　佳世子／作 東京：えほんの杜 E ｴﾎ

いたずらひつじとおおかみのけがわ ふじお　けんた／作 東京：偕成社 E ｶｲ

おばけだじょ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 東京：学研プラス E ｶﾞﾂ
おやすみなさいトマトちゃん エリーザ・マッツォーリ／文 広島：きじとら出版 E ｷｼﾞ
トリックオアトリート！ 岡村　志満子／作 東京：くもん出版 E ｸﾓ
ペンギンクルーズ のはな　はるか／作 東京：くもん出版 E ｸﾓ
シカクさん マック・バーネット／文 東京：クレヨンハウス E ｸﾚ
この計画はひみつです ジョナ・ウィンター／文 東京：鈴木出版 E ｽｽﾞ
伊賀のキャベ丸 川端　誠／作 神戸：ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ
ごみじゃない！ ｍｉｎｃｈｉ／作・絵 東京：ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ
あめだま ペク　ヒナ／作 東京：ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ
だあれだだれだ？ うしろ　よしあき／ぶん 東京：ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

 

 
 

 
  

 
 


