
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 血の雫 相場　英雄／著 新潮社 F ｱｲ

祭火小夜の後悔 秋竹　サラダ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ

ラストラン あさの　あつこ／著 幻冬舎 F ｱｻ

新・二都物語 芦辺　拓／著 文藝春秋 F ｱｼ

凛の弦音（つるね） 我孫子　武丸／著 光文社 F ｱﾋﾞ

家康　２ 安部　龍太郎／著 幻冬舎 F ｱﾍﾞ 2

フーガはユーガ 伊坂　幸太郎／著 実業之日本社 F ｲｻ

崖の上で踊る 石持　浅海／著 ＰＨＰ研究所 F ｲｼ

男たちの船出 伊東　潤／著 光文社 F ｲﾄ

見返り検校 乾　緑郎／著 新潮社 F ｲﾇ

光の人 今井　彰／著 文藝春秋 F ｲﾏ

ショートショート美術館 太田　忠司／著 文藝春秋 F ｵｵ

犬も食わない 尾崎　世界観／著 新潮社 F ｵｻﾞ

二十五年後の読書 乙川　優三郎／著 新潮社 F ｵﾄ

母の教え 姜　尚中／著 集英社 914.6 ｶﾝ

チンギス紀　３ 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 3

流砂 黒井　千次／著 講談社 F ｸﾛ

まれびとパレード 越谷　オサム／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺｼ

エムエス 今野　敏／著 講談社 F ｺﾝ

建設現場 坂口　恭平／〔著〕 みすず書房 F ｻｶ

佐野洋子の動物ものがたり 佐野　洋子／著 小学館 F ｻﾉ

とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記　１６ 椎名　ほわほわ／〔著〕 アルファポリス F ｼｲ 16

再会 重松　清／著 新潮社 F ｼｹﾞ

どんまい 重松　清／著 講談社 F ｼｹﾞ

人喰観音 篠　たまき／著 早川書房 F ｼﾉ

リベンジ 柴田　哲孝／著 双葉社 F ｼﾊﾞ

ウラミズモ奴隷選挙 笙野　頼子／著 河出書房新社 F ｼﾖ

無事に返してほしければ 白河　三兎／著 小学館 F ｼﾗ

こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保　裕一／著 文藝春秋 F ｼﾝ

ヘブン 新野　剛志／著 幻冬舎 F ｼﾝ

先生、ちょっと人生相談いいですか？ 瀬戸内　寂聴／著 集英社インターナショナル 914.6 ｾﾄ

六十歳からの人生 曽野　綾子／著 興陽館 914.6 ｿﾉ

戒名探偵卒塔婆くん 高殿　円／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

スキャンダル除染請負人 田中　優介／著 プレジデント社 F ﾀﾅ

穴あきエフの初恋祭り 多和田　葉子／著 文藝春秋 F ﾀﾜ

東京輪舞（ロンド） 月村　了衛／著 小学館 F ﾂｷ

不意撃ち 辻原　登／著 河出書房新社 F ﾂｼﾞ



日本の小説 ９０歳を生きること 童門　冬二／著 東洋経済新報社 914.6 ﾄﾞｳ

零號琴 飛　浩隆／著 早川書房 F ﾄﾋﾞ

白いジオラマ 堂場　瞬一／著 中央公論新社 F ﾄﾞｳ

ダンデライオン 中田　永一／著 小学館 F ﾅｶ

斗星、北天にあり 鳴神　響一／著 徳間書店 F ﾅﾙ

黄泉坂案内人　〔４条目〕 仁木　英之／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾆｷ 4

神さまを待っている 畑野　智美／著 文藝春秋 F ﾊﾀ

黒いピラミッド 福士　俊哉／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｸ

燃えよ、あんず 藤谷　治／著 小学館 F ﾌｼﾞ

月 辺見　庸／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾍﾝ

時代 本城　雅人／著 講談社 F ﾎﾝ

私はあなたの瞳の林檎 舞城　王太郎／著 講談社 F ﾏｲ

３０センチの冒険 三崎　亜記／著 文藝春秋 F ﾐｻ

夜のリフレーン 皆川　博子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾅ

走馬灯症候群 嶺里　俊介／著 双葉社 F ﾐﾈ

野の春 宮本　輝／著 新潮社 F ﾐﾔ

エリザベスの友達 村田　喜代子／著 新潮社 F ﾑﾗ

はつ恋 村山　由佳／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

猫がいなけりゃ息もできない 村山　由佳／著 ホーム社 914.6 ﾑﾗ

雨上がりの川 森沢　明夫／著 幻冬舎 F ﾓﾘ

刀と算盤 谷津　矢車／著 光文社 F ﾔﾂ

前世は兎 吉村　萬壱／著 集英社 F ﾖｼ

手をつないだままさくらんぼの館で 令丈　ヒロ子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾚｲ

決戦！設楽原 宮本　昌孝／著 講談社 F

里山奇談 ｃｏｃｏ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F

外国の小説 パワー ナオミ・オルダーマン／著 河出書房新社 933.7 ｵﾙ

ブラック・スクリーム ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933.7 ﾃﾞｲ

夜のふたりの魂 ケント・ハルフ／著 河出書房新社 933.7 ﾊﾙ

西欧の東 ミロスラフ・ペンコフ／著 白水社 933.7 ﾍﾟﾝ

文庫 十三歳の誕生日、皇后になりました。 石田　リンネ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ

春はまだか 今村　翔吾／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

夢胡蝶 今村　翔吾／著 祥伝社 B F ｲﾏ

夜哭烏 今村　翔吾／著 祥伝社 B F ｲﾏ

結婚相手は抽選で 垣谷　美雨／著 双葉社 B F ｶｷ

東京すみっこごはん　〔４〕 成田　名璃子／著 光文社 B F ﾅﾘ 4

はだれ雪　上・下 葉室　麟／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾊﾑ

高校殺人事件 松本　清張／著 光文社 B F ﾏﾂ

ビブリア古書堂の事件手帖 三上　延／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐｶ

太秦荘ダイアリー 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ

方丈記 鴨　長明／著 光文社 B 914.4 ｶﾎ

セラフィーナ シルヴィア・アンドルー／著 ハーレクイン B 933.7 ｱﾝ

総記 ごきげんゆるノートＢＯＯＫ なかむら　真朱／著 インプレス 002.7 ﾅｺﾞ

すいません、ほぼ日の経営。 糸井　重里／語り手 日経ＢＰ社 007.3 ｲｽ



総記 学校図書館員と英語科教諭のための英語多読実践ガイド 江竜　珠緒／著 少年写真新聞社 017.3 ｴｶﾞ

世界のかわいい本の街 アレックス・ジョンソン／著 エクスナレッジ 024 ｼﾞｾ

哲学 １日１問！面白いほど地頭力がつく思考実験 北村　良子／著 ＰＨＰ研究所 116 ｷｲ

才能の正体 坪田　信貴／著 幻冬舎 141.1 ﾂｻ

私が私のことを明日少しだけ、好きになれる１０１のこと ラブリ／著 ミライカナイ 159 ﾗﾜ

歴史 語り継ぐこの国のかたち 半藤　一利／著 大和書房 210.6 ﾊｶ

皇室　第８０号（平成３０年秋号） 『皇室Ｏｕｒ　Ｉｍｐｅｒｉａｌ　Ｆａｍｉ 扶桑社 288.4 ｺ

明智光秀の生涯と丹波福知山 小和田　哲男／監修 福知山市役所 289.1 ｱｹ

中国と日本　二つの祖国を生きて 小泉　秋江／著 集広舎 289.1 ｺｲ

社会科学 地図で見る日本ハンドブック レミ・スコシマロ／著 原書房 302.1 ｽﾁ

わたしの町は戦場になった ミリアム・ラウィック／著 東京創元社 302.2 ﾗﾜ

スノーデン監視大国日本を語る エドワード・スノーデン／著 集英社 316.1 ｽ

短期間で社員が育つ「行動の教科書」 石田　淳／著 ダイヤモンド社 336.4 ｲﾀ

いま君に伝えたいお金の話 村上　世彰／著 幻冬舎 338 ﾑｲ

わたし８歳、職業、家事使用人。 日下部　尚徳／著 合同出版 366.3 ｸﾜ

没イチ 小谷　みどり／著 新潮社 367.7 ｺﾎﾞ

危ない「道徳教科書」 寺脇　研／著 宝島社 375.3 ﾃｱ

一生使える“算数力”は親が教えなさい。 マルコ社／編集 マルコ社 375.4 ｲ

ＮＬＡナキワラ！　第４０回（２０１７） ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員 ニューライフ・アドベンチャー運動実 376.4 ｴ

自分で考えて動ける子になるモンテッソーリの育て方 上谷　君枝／著 実務教育出版 379.9 ｶｼﾞ

自然科学 図解もっと身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本 左巻　健男／編著 明日香出版社 404 ｻｽﾞ

知って得する！おうちの数学 松川　文弥／著 翔泳社 410 ﾏｼ

損する顔得する顔 山口　真美／著 朝日新聞出版 469.4 ﾔｿ

シスター・ヒロ子の看取りのレッスン 小出　美樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 490.1 ｺｼ

体の不調が５分で消えるありえへん！首治療 伊東　信久／著 ワニブックス 493.6 ｲｶ

「老脳」と心の癒し方 有田　秀穂／著 かんき出版 498.3 ｱﾛ

バナナ酢でぐんぐんやせる！病気が治る！ マキノ出版 498.5 ﾊﾞ

作りおき野菜スープで老けない習慣 平野　敦之／著 青春出版社 498.5 ﾋﾂ

技術 鉄道とトンネル 小林　寛則／著 ミネルヴァ書房 514.9 ﾃ

世界の遺跡と名建築 ジョン・ズコウスキー／著 東京書籍 520.2 ｾ

制定しよう放射能汚染防止法 山本　行雄／著 ブイツーソリューション539.9 ﾔｾ

つくって楽しむわら工芸　２ 農山漁村文化協会 583.9 ﾂ 2

素敵なあの人の大人服　Ｖｏｌ．２秋号 宝島社 589.2 ｽ 2

時間を、整える 主婦と生活社 590 ｼﾞ

シャツ＆ブラウスの基本パターン集 野木　陽子／著 日本ヴォーグ社 593.3 ﾉｼ

一年中ワンピース まの　あきこ／著 文化学園文化出版局 593.3 ﾏｲ

型紙いらずの着物リメイク　羽織と帯でつくるワードローブ 松下　純子／著 河出書房新社 593.3 ﾏｶ

和文様の編み込みミトン＆手袋 日本ヴォーグ社 594.3 ﾜ

グレイヘアの美しい人 主婦の友社 595.4 ｸﾞ

具だくさんおにぎり 中村　美穂／著 文化学園文化出版局 596.3 ﾅｸﾞ

ふんわり、しっとり至福の米粉スイーツ 今井　ようこ／著 家の光協会 596.6 ｲﾌ

これで時短！ラク家事収納術 Ｅｍｉ／講師 ＮＨＫ出版 597.5 ｴｺ

最新！幼児食新百科ｍｉｎｉ ベネッセコーポレーション 599.3 ｻ



技術 ママが楽になる絵本レシピ３１ 景山　聖子／〔著〕 小学館 599.8 ｶﾏ

産業 農家が消える 寺西　俊一／編著 みすず書房 611 ﾉ

写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除 草間　祐輔／著 誠文堂新光社 626.1 ｸｼ

手軽に楽しむ苔園芸コツのコツ 手塚　直人／著 農山漁村文化協会 627.8 ﾃ

はじめての盆栽 山田　香織／著 世界文化社 627.8 ﾔﾊ

芸術 届かない場所　高松明日香展 高松　明日香／〔画〕 三鷹市美術ギャラリー723.1 ﾀﾄ

暮らしをつくる 甲斐　かおり／取材・文 技術評論社 750.2 ｶｸ

パッチワーク折り紙の壁飾り 堀込　好子／著 ブティック社 754.9 ﾎﾊﾟ

マリアン・アンダースン コスティ・ヴェハーネン／著 アルファベータブックス 762.5 ｺﾏ

ＪＡＺＺ遺言状 寺島　靖国／著 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 764.7 ﾃｼﾞ

「リンゴの唄」の真実 永嶺　重敏／著 青弓社 767.8 ﾅﾘ

愛し続ける私 十朱　幸代／著 集英社 778.2 ﾄｱ

甲子園という病 氏原　英明／著 新潮社 783.7 ｳｺ

死に山 ドニー・アイカー／著 河出書房新社 786.1 ｱｼ

連珠入門 三浦　和／著 虹有社 795.7 ﾐﾚ

文学 傍らにいた人 堀江　敏幸／著 日本経済新聞出版社 910.2 ﾎｶ

宮部みゆき全一冊 宮部　みゆき／著 新潮社 910.2 ﾐﾔ

“介護後”うつ 安藤　和津／著 光文社 916 ｱﾝ

日本文学全集　０５ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 ﾆ 5

自転車泥棒 呉　明益／著 文藝春秋 923.7 ｺﾞ

探偵小説の黄金時代 マーティン・エドワーズ／著 国書刊行会 930.2 ｴﾀ

ソロー『森の生活』を漫画で読む ヘンリー・デイヴィッド・ソロー／文 いそっぷ社 934.6 ｿﾛ

黄色の扉は永遠（とわ）の階 ケルスティン・ギア／著 東京創元社 943.7 ｷﾞｱ

ブリット＝マリーはここにいた フレドリック・バックマン／著 早川書房 949.8 ﾊﾞﾂ

ヨーゼフ・メンゲレの逃亡 オリヴィエ・ゲーズ／著 東京創元社 953.7 ｹﾞｽﾞ

十三の謎と十三人の被告 ジョルジュ・シムノン／著 論創社 953.7 ｼﾑ

もし太陽が戻らなければ Ｃ．Ｆ．ラミュ／著 国書刊行会 953.7 ﾗﾐ

ガルシア＝マルケス「東欧」を行く Ｇ．ガルシア＝マルケス／著 新潮社 965 ｶﾞﾙ

帰れない山 パオロ・コニェッティ／著 新潮社 973 ｺﾆ

児童書（読物） ハートウッドホテル　１ ケイリー・ジョージ／作 童心社 933 ｼﾞﾖ 1

ヒイラギ荘の小さな恋 チャールズ・ディケンズ／作 理論社 933 ﾃﾞｲ

まさかのハッピーエンド　２ サラ・ムリノフスキ／著 ＰＨＰ研究所 933 ﾑﾘ 2

児童書（知識） 超訳！こども名著塾　１～５ 「超訳！こども名著塾」編集委員会／編集 日本図書センター 159 1～5

日本史探偵コナン外伝（アナザー）　国宝編 青山　剛昌／原作 小学館 210

日本史探偵コナン外伝（アナザー）　将棋編 青山　剛昌／原作 小学館 210

世界の歴史アドベンチャー　ドイツの秘宝 ゴムドリｃｏ．／文 コスミック出版 234

世界の歴史アドベンチャー　ロシアの秘宝 ゴムドリｃｏ．／文 コスミック出版 238

天皇と元号の大研究 高森　明勅／監修 ＰＨＰ研究所 288

空想科学学園　解明！化学のふしぎ編 柳田　理科雄／原作・監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404

空想科学学園　すごいぞ！ぼくらの地球編 柳田　理科雄／原作・監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404

空想科学学園　突撃！人のからだ編 柳田　理科雄／原作・監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404

空想科学学園　熱血！エネルギー編 柳田　理科雄／原作・監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404

アリになった数学者 森田　真生／文 福音館書店 410



児童書（知識） 月のかたち 藤井　旭／監修・写真 ほるぷ出版 446

エクステリアのひみつ たまだ　まさお／まんが 学研プラス 527

キッチンのひみつ 宮原　美香／まんが 学研プラス 527

ゼロ・エネルギー住宅のひみつ 大岩　ピュン／まんが 学研プラス 527

工具のひみつ 水木　繁／まんが 学研プラス 532

車いすの図鑑 高橋　儀平／監修 金の星社 536

フラッシュメモリのひみつ とだ　勝之／まんが 学研プラス 548

あまさけのひみつ おだぎ　みを／まんが 学研プラス 588

障がい者スポーツ大百科　１～４ 大熊　廣明／監修 六耀社 780 ｼ 1～4

かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全 原　ゆたか／原作・監修 ポプラ社 910 ﾊﾗ

絵本 あいさつあいさつ ひらい　たろう／ぶん あいうえお館 E ｱｲ

かたづけしないとどうなるの？ ひらい　たろう／ぶん あいうえお館 E ｱｲ

ゴモラのえいようまんてんごはん ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｱｲ

すごいぞ！はたらくおとうさん ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｱｲ

ダリーをやっつけろ！ ひらい　たろう／ぶん あいうえお館 E ｱｲ

「ねんちゅうぎょうじ」ってなに？ ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｱｲ

はみがきしないとどうなるの？ ごとう　まさる／ぶん あいうえお館 E ｱｲ

ピグモンのおつかい ひらい　たろう／ぶん あいうえお館 E ｱｲ

おかあさんの目 あまん　きみこ／作 あかね書房 E ｱｶ

チキンライスがいく。 はらぺこめがね／作 あかね書房 E ｱｶ

天の町やなぎ通り あまん　きみこ／作 あかね書房 E ｱｶ

アリとキリギリス 〔イソップ／原作〕 岩崎書店 E ｲﾜ

アリとハト 〔イソップ／原作〕 岩崎書店 E ｲﾜ

キツネとぶどう 〔イソップ／原作〕 岩崎書店 E ｲﾜ

きんのおの 〔イソップ／原作〕 岩崎書店 E ｲﾜ

ずるいコウモリ 〔イソップ／原作〕 岩崎書店 E ｲﾜ






