
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 ことことこーこ 阿川　佐和子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｶﾞ

グリーン・グリーン　〔２〕 あさの　あつこ／著 徳間書店 F ｱｻ 2

天子蒙塵　第４巻 浅田　次郎／著 講談社 F ｱｻ 4

ウェディングプランナー 五十嵐　貴久／著 祥伝社 F ｲｶﾞ

ＰＩＴ特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐　貴久／著 光文社 F ｲｶﾞ

下町ロケット　〔４〕 池井戸　潤／著 小学館 F ｲｹ 4

緑の花と赤い芝生 伊藤　朱里／著 中央公論新社 F ｲﾄ

童の神 今村　翔吾／〔著〕 角川春樹事務所 F ｲﾏ

Ｍａｔｔ 岩城　けい／著 集英社 F ｲﾜ

大和維新 植松　三十里／著 新潮社 F ｳｴ

少女たちは夜歩く 宇佐美　まこと／著 実業之日本社 F ｳｻ

一緒にお墓に入ろう 江上　剛／著 扶桑社 F ｴｶﾞ

死神刑事（デカ） 大倉　崇裕／著 幻冬舎 F ｵｵ

夏を取り戻す 岡崎　琢磨／著 東京創元社 F ｵｶ

はしからはしまで 梶　よう子／著 新潮社 F ｶｼﾞ

永遠（とわ）の詩 香月　夕花／著 文藝春秋 F ｶﾂ

絵里奈の消滅 香納　諒一／著 ＰＨＰ研究所 F ｶﾉ

天使たちの課外活動　６ 茅田　砂胡／著 中央公論新社 F ｶﾔ 6

思い出が消えないうちに 川口　俊和／著 サンマーク出版 F ｶﾜ

探偵は教室にいない 川澄　浩平／著 東京創元社 F ｶﾜ

リセット　１２ 如月　ゆすら／〔著〕 アルファポリス F ｷｻ 12

蕪村 小嵐　九八郎／著 講談社 F ｺｱ

友情だねって感動してよ 小嶋　陽太郎／著 新潮社 F ｺｼﾞ

雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール 呉　勝浩／著 光文社 F ｺﾞ

到達不能極 斉藤　詠一／著 講談社 F ｻｲ

最終標的 笹本　稜平／著 徳間書店 F ｻｻ

銀河食堂の夜 さだ　まさし／著 幻冬舎 F ｻﾀﾞ

龍華記 澤田　瞳子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻﾜ

草原のコック・オー・ヴァン 柴田　よしき／著 文藝春秋 F ｼﾊﾞ

アンドロメダの猫 朱川　湊人／著 双葉社 F ｼﾕ

春は始まりのうた 小路　幸也／著 祥伝社 F ｼﾖ

人さらい 翔田　寛／著 小学館 F ｼﾖ

たてがみを捨てたライオンたち 白岩　玄／著 集英社 F ｼﾗ

高天原－厩戸皇子の神話 周防　柳／著 集英社 F ｽｵ

廃墟戦隊ラフレンジャー 竹内　真／著 双葉社 F ﾀｹ

まんぷく　上 福田　靖／作 ＮＨＫ出版 F ﾀﾌﾞ 1

ひとつむぎの手 知念　実希人／著 新潮社 F ﾁﾈ



日本の小説 ドライブインまほろば 遠田　潤子／著 祥伝社 F ﾄｵ

菩薩天翅 戸南　浩平／著 光文社 F ﾄﾅ

宴の前 堂場　瞬一／著 集英社 F ﾄﾞｳ

銀橋 中山　可穂／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶ

その先の道に消える 中村　文則／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ

幽霊たち 西澤　保彦／著 幻冬舎 F ﾆｼ

叙述トリック短編集 似鳥　鶏／著 講談社 F ﾆﾀ

ＴＥＮ 楡　周平／著 小学館 F ﾆﾚ

ねじれびと 原　宏一／著 祥伝社 F ﾊﾗ

沈黙のパレード 東野　圭吾／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ

ある男 平野　啓一郎／著 文藝春秋 F ﾋﾗ

ゴンちゃん、またね。 ビートたけし／作・画 文藝春秋 F ﾋﾞﾄ

ベルリンは晴れているか 深緑　野分／著 筑摩書房 F ﾌｶ

黄金の代償 福田　和代／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｸ

猫のエルは 町田　康／文 講談社 F ﾏﾁ

犯罪乱歩幻想 三津田　信三／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾂ

湖底の城　９巻 宮城谷　昌光／著 講談社 F ﾐﾔ 9

エルサレムの悲哀 村田　靖子／著 木犀社 F ﾑﾗ

想い人 諸田　玲子／著 文藝春秋 F ﾓﾛ

緑のなかで 椰月　美智子／著 光文社 F ﾔｽﾞ

悪童（ワルガキ） 山田　洋次／著 講談社 F ﾔﾏ

バロルの晩餐会 夢枕　獏／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾕﾒ

第六天の魔王なり 吉川　永青／著 中央公論新社 F ﾖｼ

『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろしＢＯＯＫ　ｖｏｌ．２２ 『このミステリーがすごい！』編集部／編 宝島社 F 22

外国の小説 洪水の年　上・下 マーガレット・アトウッド／〔著〕 岩波書店 933.7 ｱﾄ 1・2

インヴィジブル ポール・オースター／〔著〕 新潮社 933.7 ｵｽ

ジャック・オブ・スペード ジョイス・キャロル・オーツ／著 河出書房新社 933.7 ｵﾂ

任務の終わり　上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933.7 ｷﾝ 1・2

パールとスターシャ アフィニティ・コナー／著 東京創元社 933.7 ｺﾅ

用心棒 デイヴィッド・ゴードン／著 早川書房 933.7 ｺﾞﾄﾞ

両方になる アリ・スミス／著 新潮社 933.7 ｽﾐ

カート・ヴォネガット全短篇　１ カート・ヴォネガット／著 早川書房 933.7 ﾎﾞﾈ 1

文庫 菩薩花 今村　翔吾／著 祥伝社 B F ｲﾏ

破斬 上田　秀人／著 光文社 B F ｳｴ

プリティが多すぎる 大崎　梢／著 文藝春秋 B F ｵｵ

純平、考え直せ 奥田　英朗／著 光文社 B F ｵｸ

オズの世界 小森　陽一／著 集英社 B F ｺﾓ

つるつる鮎そうめん 坂井　希久子／著 角川春樹事務所 B F ｻｶ

明治あやかし新聞　１～３ さとみ　桜／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｻﾄ 1～3

花だより 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ

火焔の凶器 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ

ビブリア古書堂の事件手帖　７ 三上　延／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ 7

双花斎宮料理帖 三川　みり／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ



文庫 ここは退屈迎えに来て 山内　マリコ／〔著〕 幻冬舎 B F ﾔﾏ

おどみの殿でこころざせ 結城　光流／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

総記 日本の最も美しい図書館 立野井　一恵／文 エクスナレッジ 010.2 ﾀﾆ

哲学 「死」とは何か シェリー・ケーガン／著 文響社 114.2 ｹｼ

「やる気が出ない」が一瞬で消える方法 大嶋　信頼／著 幻冬舎 146.8 ｵﾔ

まんがでわかるＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ リンダ・グラットン／著 東洋経済新報社 159 ｸﾞﾏ

絶対大金持ちになる 菅下　清廣／著 講談社 159 ｽｾﾞ

超筋トレが最強のソリューションである Ｔｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎｅ／著 文響社 159 ﾃﾁ

なぜ今、世界のビジネスリーダーは東洋思想を学ぶのか 田口　佳史／著 文響社 159.4 ﾀﾅ

歴史 一度は泊まってみたい！極上の宿Ｐｒｅｍｉｕｍ 宝島社 291.0 ｲ

社会科学 戦前の大金持ち 出口　治明／編 小学館 332.8 ｾ

家（チベ）の歴史を書く 朴　沙羅／著 筑摩書房 334.4 ﾊﾟﾁ

要点をギュッ！はじめての簿記図鑑 葛西　安寿／著 池田書店 336.9 ｶﾖ

１００歳の秘訣 歌代　幸子／著 新潮社 367.7 ｳﾋ

そろそろはじめる親のこと 大澤　尚宏／著 自由国民社 367.7 ｵｿ

自衛隊防災ＢＯＯＫ マガジンハウス／編集 マガジンハウス 369.3 ｼﾞ

世界の教科書に見る昔話 石井　正己／編 三弥井書店 375.9 ｾ

今日からしつけをやめてみた 柴田　愛子／監修 主婦の友社 379.9 ｷ

３歳からのアドラー式子育て術「パセージ」 清野　雅子／著 小学館 379.9 ｾｻ

もうイライラしない！！無理をしないで子どもが伸びるマンガすごい子育て術！！ 小室　尚子／原案・監修 秋田書店 379.9 ﾓ

スマホに負けない子育てのススメ 諸富　祥彦／著 主婦の友社 379.9 ﾓｽ

自然科学 世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ／著 創元社 431.3 ｸﾞｾ

植物のかしこい生き方 田中　修／著 ＳＢクリエイティブ 471.7 ﾀｼ

私は、看取り士。 柴田　久美子／著 佼成出版社 490.1 ｼﾜ

老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 榎本　睦郎／著 永岡書店 493.1 ｴｵ

７０歳からの筋トレ＆ストレッチ 大渕　修一／編著 法研 493.1 ｵﾅ

不整脈・心房細動がわかる本 山根　禎一／監修 講談社 493.2 ﾌ

一流の人はなぜ風邪をひかないのか？ 裴　英洙／著 ダイヤモンド社 493.3 ﾊｲ

女性はなぜ生きづらいのか 比嘉　千賀／著 白揚社 493.7 ｼﾞ

認知症・要介護を予防・改善！「脳の病気」最新対策 「きょうの健康」番組制作班／編 主婦と生活社 493.7 ﾆ

女性のがんと外見ケア 分田　貴子／著 法研 494.5 ﾜｼﾞ

あなたの老いは舌から始まる 菊谷　武／著 ＮＨＫ出版 497.9 ｷｱ

からだが硬い人のヨガ ＲＩＥ／監修 マイナビ出版 498.3 ｶ

ＣＰＹ　ＭＥＴＨＯＤ 本橋　恵美／著 ベースボール・マガジン社 498.3 ﾓｼ

技術 原爆　私たちは何も知らなかった 有馬　哲夫／著 新潮社 559.7 ｱｹﾞ

いつもごきげんな“わたし”でいたい！ Ｅｍｉ／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 590 ｴｲ

とびきりかわいいベビーニット 川路　ゆみこ／〔著〕 主婦の友社 594.3 ｶﾄ

手作りしたい人気のポシェット ブティック社 594.7 ﾃ

和布でちくちくミニチュアのお着物 秋田　廣子／著 ブティック社 594.9 ｱﾜ

ワイヤークラフトでつくる大人かわいいインテリア雑貨 栗原　身和子／著 誠文堂新光社 594.9 ｸﾜ

ゆーママの平日ラクする冷凍作りおき 松本　有美／著 扶桑社 596 ﾏﾕ

もうレシピ本はいらない 稲垣　えみ子／著 マガジンハウス 596.0 ｲﾓ

全１９６カ国おうちで作れる世界のレシピ 本山　尚義／著 ライツ社 596.2 ﾓｾﾞ



技術 発酵いらずですぐおいしいかんたん米粉パン 多森　サクミ／著 立東舎 596.6 ﾀﾊ

天使が住みたい冷蔵庫・悪魔が住んじゃう冷蔵庫 番場　智子／著 主婦の友インフォス 596.9 ﾊﾞﾃ

産業 電通の正体 週刊金曜日取材班／編著 金曜日 674.4 ﾃﾞ

芸術 黒板アート甲子園作品集 日学株式会社／総監修 日東書院本社 720.8 ｺ

馬場のぼる作品集 馬場　のぼる／著 スペースシャワーネットワーク 726.1 ﾊﾞﾊﾞ

手作りのポップアップカードＢＯＯＫ 鈴木　孝美／〔著〕 ブティック社 754.9 ｽﾃ

気軽に楽しめるかわいい折り紙アクセサリー 宮本　眞理子／著 池田書店 754.9 ﾐｷ

ことばの豊かな子をそだてるくもんのうた２００えほん 公文教育研究会／監修 くもん出版 767.7 ｺ

西郷どん　完結編 ＮＨＫ出版 778.8 ｾ 3

まんぷく　Ｐａｒｔ１ 福田　靖／作 ＮＨＫ出版 778.8 ﾏ 1

ナナメの夕暮れ 若林　正恭／著 文藝春秋 779.1 ﾜｶ

６０すぎたら本気で筋トレ！ 船瀬　俊介／著 興陽館 780.7 ﾌｶ

言語 おとなママの会話術 辰巳　渚／文 岩崎書店 809.2 ﾀｵ

文学 神様の住所 九螺　ささら／著 朝日出版社 911.1 ｸｶ

夏井いつきの季語道場 夏井　いつき／著 ＮＨＫ出版 911.3 ﾅﾅ

鎌倉の家 甘糟　りり子／著 河出書房新社 914.6 ｱﾏ

ドイツ職人紀行 池内　紀／著 東京堂出版 914.6 ｲｹ

銀河を渡る 沢木　耕太郎／著 新潮社 914.6 ｻﾜ

童話作家のおかしな毎日 富安　陽子／作 偕成社 914.6 ﾄﾐ

アディオス！ジャパン 真山　仁／著 毎日新聞出版 914.6 ﾏﾔ

となりの脳世界 村田　沙耶香／著 朝日新聞出版 914.6 ﾑﾗ

楽しく百歳、元気のコツ 吉沢　久子／著 新日本出版社 914.6 ﾖｼ

父より娘へ谷崎潤一郎書簡集 谷崎　潤一郎／著 中央公論新社 915.6 ﾀﾆ

Ｕ＆Ｉ ニコルソン・ベイカー／著 白水社 934.7 ﾍﾞｲ

８３　１／４歳の素晴らしき日々 ヘンドリック・フルーン／著 集英社 949.3 ﾌﾙ

コミック ちはやふる　３ 末次　由紀／著 講談社 ｺﾐｯｸ ｽﾁ 3

児童書（読物） プーと大人になった僕 エリザベス・ルドニック／作 偕成社 933

カテリネッラとおにのフライパン 剣持　弘子／訳・再話 こぐま社 973

キダマッチ先生！　３ 今井　恭子／文 ＢＬ出版 F ｲﾏ 3

いいたいことがあります！ 魚住　直子／著 偕成社 F ｳｵ

アチチの小鬼 岡田　淳／作 偕成社 F ｵｶ

きっちり・しとーるさん おの　りえん／作・絵 こぐま社 F ｵﾉ

モンスター・ホテルでハロウィン 柏葉　幸子／作 小峰書店 F ｶｼ

ねこの町の本屋さん 小手鞠　るい／作 講談社 F ｺﾃﾞ

森のとしょかんのひみつ 小手鞠　るい／作 金の星社 F ｺﾃﾞ

ホオズキくんのオバケ事件簿　１ 富安　陽子／作 ポプラ社 F ﾄﾐ 1

いきものいっしょけんめい とよた　かずひこ／さく・え ポプラ社 F ﾄﾖ

ぼくのジユウな字 春間　美幸／作 講談社 F ﾊﾙ

あさって町のフミオくん 昼田　弥子／作 ブロンズ新社 F ﾋﾙ

おなべの妖精一家　１ 福田　隆浩／作 講談社 F ﾌｸ 1

おなべの妖精一家　２ 福田　隆浩／作 講談社 F ﾌｸ 2

お願い！フェアリー〓　２１ みずの　まい／作 ポプラ社 F ﾐｽﾞ 21

児童書（知識） 花ばぁば クォン　ユンドク／絵　文 ころから 210



児童書（知識） ギヴ・ミー・ア・チャンス 大塚　敦子／著 講談社 327

友だち幻想 菅野　仁／著 筑摩書房 361

ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル／著 ＷＡＶＥ出版 407

石はなにからできている？ 西村　寿雄／文 岩崎書店 458

ＮＨＫダーウィンが来た！ ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」／原作 講談社 460

きのこレストラン 新開　孝／写真・文 ポプラ社 474

死体が教えてくれたこと 上野　正彦／著 河出書房新社 498

発明対決　１３ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 507 13

ジャングルのサバイバル　１０ 洪　在徹／文 朝日新聞出版 786 ﾎｼﾞ 10

スポーツクライミング　ボルダリング ベースボール・マガジン社／編集 ベースボール・マガジン社 786.1 ｽ

リスのたんじょうび トーン・テレヘン／著 偕成社 949 ﾃﾚ

絵本 いかだにのって とよた　かずひこ／作・絵 アリス館 E ｱﾘ

かごにのって とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

コトコトでんしゃ とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

さんりんしゃにのって とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

にこにこおかお とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

バルボンさんとさくらさん とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

ふうせんゆらゆら とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

ブーンブーンひこうき とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

ボートにのって とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

ポンポンおふね とよた　かずひこ／著 アリス館 E ｱﾘ

あしにょきにょきときょうりゅう 深見　春夫／作・絵 岩崎書店 E ｲﾜ

なぞなぞはじまるよ　２ おおなり　修司／なぞなぞ文 絵本館 E ｴﾎ 2

きになる おおなり　修司／文 絵本館 E ｴﾎ

イーラちゃんとまじょのヤーダちゃん しまだ　ともみ／作 偕成社 E ｶｲ

オオイシさん 北村　直子／作 偕成社 E ｶｲ

きょうふのおばけパンツ アーロン・レイノルズ／作 学研プラス E ｶﾞﾂ

どんぐりむらのいちねんかん なかや　みわ／さく 学研プラス E ｶﾞﾂ

にんじんごぼうだいこん とよた　かずひこ／絵・文 学研プラス E ｶﾞﾂ

ももたろう とよた　かずひこ／絵 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

なまえをつけて 谷川　俊太郎／詩 講談社 E ｺｳ

ねこです。 北村　裕花／作 講談社 E ｺｳ

ライオンの風をみたいちにち あべ　弘士／著 佼成出版社 E ｺｳ

おいも！ 石津　ちひろ／文 小峰書店 E ｺﾐ

タローズ モラグ・フッド／作 小学館 E ｼﾖ

どっち？ アニェーゼ・バルッツィ／作 小学館 E ｼﾖ

すいすいたこたこ とよた　かずひこ／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

あがりめさがりめ とよた　かずひこ／作 世界文化社 E ｾｶ

いっしょにのぼろう マリアンヌ・デュブク／作 ＴＡＣ株式会社出版事業部 E ﾀﾂ

かぜのひ サム・アッシャー／作・絵 徳間書店 E ﾄｸ

おめでとうのももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

かくれんぼももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

こちょこちょももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ



絵本 ごくらくももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

とうふさんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

どろんこももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ぱたぱたももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

まくらちゃんです。 とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

まてまてももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ももんちゃんぎゅっ！ とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

ももんちゃんし～ とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

リュックちゃんです。 とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

すきま地蔵 室井　滋／文 白泉社 E ﾊｸ

パンのずかん 大森　裕子／作 白泉社 E ﾊｸ

はずがしがりやのきょうりゅうクランチ シロッコ・ダンラップ／作 早川書房 E ﾊﾔ

やまのおふろやさん とよた　かずひこ／さく・え ひさかたチャイルド E ﾋｻ

キミワリーナがやってくる ベンジー・デイヴィス／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

いもむしパン つぼい　じゅり／さく・え ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

まゆとかっぱ 富安　陽子／文 福音館書店 E ﾌｸ

ＮＥＷウォーリーハリウッドへいく マーティン　ハンドフォード／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

パフェをつくろう！ 新井　洋行／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

てんぐ 杉山　亮／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ねずみくんのうんどうかい なかえ　よしを／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ふようどのふよこちゃん 飯野　和好／作 理論社 E ﾘﾛ

紙芝居 あかしろうんどうかい とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

あかちゃんがあっあっあ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

かんぱーい！ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

がらがらでんしゃ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

ごしごしごし とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

ゴロゴロゴロン とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

ぞうさんきかんしゃぽっぽっぽっ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K

はい、タッチ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 K


