
分類番号 主書名 著　者

019.9-シ 寝ころび読書の旅に出た 椎名／誠∥著

024.1-タ まちの本屋　知を編み、血を継ぎ、地を耕す 田口／幹人∥著
R-031-ジ-2016 現代用語の基礎知識　２０１６ 自由国民社∥編集

122-モ 中国古典「一日一話」　世界が学んだ人生の“参考書” 守屋／洋∥著

152.1-ウ レンアイ、基本のキ　好きになったらなんでもＯＫ？ 打越／さく良∥著

159-ツ 「めんどくさい」がなくなる本　読んだらスッとラクになる 鶴田／豊和∥著

159-ミ-2 人生はもっとニャンとかなる！　明日にもっと幸福をまねく６８の方法 水野／敬也∥著　長沼／直樹∥著

159-ヤ やる気のスイッチ！　昨日のやる気を、今日出せない人へ。 山崎／拓巳∥著

159.7-イ 学校にはない教科書　岩波メソッド　いま、必要な５×５の学習法 岩波／邦明∥著　押田／あゆみ∥著

159.8-ミ 偉人たちの最高の名言に田辺画伯が絵を描いた。 水野／敬也∥文　田辺／誠一∥絵

210.08-ｲ-19 岩波講座日本歴史　第１９巻　近現代　５ 大津／透∥編集委員　

210.7-ホ 昭和史のかたち 保阪／正康∥著

289-ヒ 「九転十起」広岡浅子の生涯　“あさ”が１００倍楽しくなる 古川／智映子∥監修

289.1-バ 大村智　２億人を病魔から守った化学者 馬場／錬成∥著

304-ハ 民主主義をあきらめない 浜／矩子　柳澤／協二　内橋／克人∥著

312.1-カ 検証　安倍イズム　胎動する新国家主義 柿﨑／明二∥著

336.5-ズ 図解ミスが少ない人は必ずやっている〈書類・手帳・ノート〉の整理術

339.4-デ 生命保険とのつき合い方 出口／治明∥著
350.9-ヤ-2015 世界国勢図会　２０１５／１６　世界がわかるデータブック 矢野恒太記念会∥編集

366.21-モ 雇用身分社会 森岡／孝二∥著

367.3-シ 家族という病 下重／暁子∥著

367.5-タ 男性の非暴力宣言　ホワイトリボン・キャンペーン 多賀／太　伊藤／公雄　安藤／哲也∥著

369.18-ホ アクセシブルデザインの発想　不便さから生まれる「便利製品」 星川／安之∥著

376.8-イ 学校では教えてくれない推薦・ＡＯ面接の超裏ワザ講座　絶対合格！！ 石橋／知也∥著

420-ｽ すごいぞ！身のまわりの表面科学　ツルツル、ピカピカ、ザラザラの不思議 日本表面科学会∥編

423.5-タ 摩擦のしわざ 田中／幸∥著　結城／千代子∥著　西岡／千晶∥絵

423.86-タ 泡のざわめき 田中／幸∥著　結城／千代子∥著　西岡／千晶∥絵

431.1-グ 世界で一番美しい分子図鑑 セオドア・グレイ∥著

431.11-ユ 粒でできた世界 結城／千代子∥著　田中／幸∥著　西岡／千晶∥絵

435-ユ 空気は踊る 結城／千代子∥著　田中／幸∥著　西岡／千晶∥絵

440.2-タ ガリレオ裁判　４００年後の真実 田中／一郎∥著

441-ヨ 輪廻する宇宙　ダークエネルギーに満ちた宇宙の将来 横山／順一∥著

456.91-ナ 時を刻む湖　７万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川／毅∥著

460-ｷ 驚異の極限生物ファイル　クマムシだけじゃない！過酷な環境を生き抜くタフなやつら 長沼／毅∥監修

480.4-マ 生きものの持ちかた　その道のプロに聞く 松橋／利光∥著

480.76-カ 動物翻訳家　心の声をキャッチする、飼育員のリアルストーリー 片野／ゆか∥著

481.78-コ 先生、洞窟でコウモリとアナグマが同居しています！ 小林／朋道∥著

489.57-シ 死ぬまでに見たい！絶景のシロクマ

490.14-ア 人生最後のご馳走　淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院のリクエスト食 青山／ゆみこ∥著

491.37-ツ 芸術脳の科学　脳の可塑性と創造性のダイナミズム 塚田／稔∥著

493.46-コ 便活ダイエット　便秘外来の医師が教える、排便力がアップする１１のルール 小林／弘幸∥著

494.5-ア がん最新治療に挑む１５人の名医　 青木／直美∥著

499.02-ヤ 薬で読み解く江戸の事件史 山崎／光夫∥著

499.87-セ 日本の知恵ぐすりを暮らしに　身近な食材でからだ調う 瀬戸内／和美∥文

532-カ 門田先生の３Ｄプリンタ入門　何を作れるのか、どう役立つのか 門田／和雄∥著

535.87-レ 灯台の光はなぜ遠くまで届くのか　時代を変えたフレネルレンズの軌跡 テレサ・レヴィット∥著　岡田／好惠∥訳

589-ヨ 横井軍平ゲーム館　「世界の任天堂」を築いた発想力 横井／軍平∥著　牧野／武文∥インタビュー・構成

589.2-エ 最速でおしゃれに見せる方法 ＭＢ∥著

596-イ あっ！妄想グルメだ！　なにコレ！？と見て食べて驚くレシピ いとう／りえこ∥著
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596-ス ストウブでデザートつくりました　保温・保冷力を使ってもっと美味しくなる 鈴木／理恵子∥著

596-タ 考えない台所 高木／ゑみ∥著

596-ミ みのたけ製菓のアイスボックスクッキー みのたけ製菓∥著

596-ヤ はなちゃん１２歳の台所　その後の、『はなちゃんのみそ汁』 安武／はな∥著　タカコ　ナカムラ∥レシピ監修

653.2-キ 樹木讃歌　樹木と人間の文化誌 ノエル・キングズベリー∥著　

674-カ １行バカ売れ 川上／徹也∥〔著〕

685.9-ヨ 仁義なき宅配　ヤマトＶＳ佐川ＶＳ日本郵便ＶＳアマゾン 横田／増生∥著

686.36-ツ 鉄道員になるには 土屋／武之∥著

693-サ 世界の郵便ポスト　１９６カ国の平和への懸け橋 酒井／正雄∥著

699-ヤ スポーツアナウンサー　実況の真髄 山本／浩∥著

709-ミ ミステリアス世界遺産

725.6-サ はじめてのゼンタングル　誰でもできる！新感覚アート　絵心ゼロからのスタート！ さとう／いずみ∥著

726-シ ことり 新宮／晋∥〔作〕

726-フ 駝鳥 筒井／康隆∥作　福井／江太郎∥絵

726.50-ﾌ 筆ペンで描く鳥獣戯画　平安時代に生まれた不思議な世界を描く 狩野／博幸∥監修

733-ウ 木版画手習帖　手軽に楽しむ、小さな道楽。かわいい木版画のつくり方 宇田川／新聞∥著

748-リ 空飛ぶ写真機　大地から見てきた風景を上空から再発見　林明輝〈ドローン〉写真集 林／明輝∥著

751.5-マ 日本のステンドグラス明治・大正・昭和の名品 増田／彰久∥写真　田辺／千代∥文

751.9-キ ＵＶレジンの簡単アクセサリー１００　 キムラプレミアム∥〔著〕

754.9-コ 花づくし折り紙 小林／一夫∥監修

767.8-イ ＡＫＢ４８、被災地へ行く 石原／真∥著

769.1-セ よさこい魂　踊れば夢は叶う 扇谷／ちさと∥著

778.21-キ 新しい道徳　「いいことをすると気持がいい」のはなぜか 北野／武∥著

791-イ 且坐喫茶 いしい／しんじ∥著

810.4-シ 知らないうちに間違えている日本語 島津／暢之∥著

811.2-ヒ 面白いほど幸せになる漢字の本 ひすい／こたろう∥著　はるねむ∥著
814.7-ア-2017 朝日キーワード就職　２０１７　最新時事用語＆一般常識 朝日新聞出版∥編

836-ヨ 世界で生きぬく理系のための英文メール術　短く、正確に、要点を押さえて 吉形／一樹∥著

908.3-ゴ-1 ５分後に意外な結末　１　赤い悪夢

908.3-ゴ-2 ５分後に意外な結末　２　青いミステリー

908.3-ゴ-3 ５分後に意外な結末　３　白い恐怖

908.3-ゴ-4 ５分後に意外な結末　４　黒いユーモア

908.3-ゴ-5 ５分後に意外な結末　５　黄色い悲喜劇

913.36-ヨ 半日で読む源氏物語 吉野／敬介∥著

913.6-ア 殺人鬼の献立表　Ｔｅａｍ・ＨＫ あさの／あつこ∥著

913.6-イ 朱日記 泉／鏡花∥文　中川／学∥画

913.6-イ-2 下町ロケット　２　ガウディ計画 池井戸／潤∥著

913.6-オ 琥珀のまたたき 小川／洋子∥著

913.6-カ-14 新約とある魔術の禁書目録（インデックス）　１４ 鎌池／和馬∥〔著〕

913.6-コ うばかわ姫 越水／利江子∥著

913.6-サ サマータイム 佐藤／多佳子∥著

913.6-シ ナイフ 重松／清∥著

913.6-タ-13 デート・ア・ライブ　１３　二亜クリエイション 橘／公司∥著

913.6-ツ この世にたやすい仕事はない 津村／記久子∥著

913.6-ト ＸＹ 徳永／圭∥著

913.6-ナ 総理にされた男 中山／七里∥著

913.6-ヒ-1 真田三代　上 火坂／雅志∥著

913.6-ヒ-2 真田三代　下 火坂／雅志∥著

913.6-ホ 象の草子 堀江／敏幸∥文　ＭＡＲＵＵ∥絵

913.6-マ 付喪神 町田／康∥文　石黒／亜矢子∥絵

913.6-マ 水鏡推理 松岡／圭祐∥〔著〕

913.6-ミ エクソダス症候群 宮内／悠介∥〔著〕

913.6-ミ 羊と鋼の森 宮下／奈都∥著

913.6-モ 彼女は一人で歩くのか？ 森／博嗣∥著



913.6-ヤ 東京２３話 山内／マリコ∥著

913.6-ヨ 王とサーカス 米澤／穂信∥著

913.6-ヨ 葬送学者鬼木場あまねの事件簿 吉川／英梨∥著

913.6-ワ ウォーク・イン・クローゼット 綿矢／りさ∥著

914.6-ア アガワ対談傑作選 阿川／佐和子∥著

914.6-イ 仙台ぐらし 伊坂／幸太郎∥著

914.6-ツ 図書室で暮らしたい 辻村／深月∥著

914.6-ム 村上春樹雑文集 村上／春樹∥著

915.6-ム ラオスにいったい何があるというんですか？　紀行文集 村上／春樹∥著

933-ア 侍女の物語 マーガレット・アトウッド∥著　斎藤／英治∥訳

933-ハ ハリス・バーディック年代記　１４のものすごいものがたり Ｃ．Ｖ．オールズバーグ∥ほか著　村上／春樹∥ほか訳

953-ル その女アレックス ピエール・ルメートル　【著】　　橘　明美　【訳】

986-ア チェルノブイリの祈り　未来の物語 スベトラーナ・アレクシエービッチ∥〔著〕　松本／妙子∥訳



出版社 場所

筑摩書房 文庫

ポプラ社

自由国民社

三笠書房 文庫

岩波書店 新書

フォレスト出版

文響社

サンクチュアリ・パブリッシング

岩波書店 新書

朝日新聞出版

岩波書店

岩波書店 新書

潮出版社

中央公論新社

岩波書店 ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ

岩波書店 ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ

サンクチュアリ・パブリッシング

岩波書店 新書

矢野恒太記念会

岩波書店 新書

幻冬舎

岩波書店 新書

岩波書店 新書

エール出版社

講談社

太郎次郎社エディタス

太郎次郎社エディタス

創元社

太郎次郎社エディタス

太郎次郎社エディタス

岩波書店 新書

講談社 新書

岩波書店

誠文堂新光社

大和書房

集英社

築地書館

エクスナレッジ

幻冬舎

講談社

ワニブックス

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

東洋経済新報社

東邦出版

講談社

講談社

筑摩書房 文庫

扶桑社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ



誠文堂新光社

サンクチュアリ出版

誠文堂新光社

家の光協会

悠書館

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 新書

小学館

ぺりかん社 進路

講談社エディトリアル

岩波書店

パイインターナショナル

自由国民社

文化出版局 絵本

六耀社 絵本

宝島社

池田書店

平凡社

白揚社

主婦の友社

アップルミンツ

岩波書店

幻冬舎

幻冬舎

淡交社

宝島社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

朝日新聞出版

講談社 新書

学研教育出版

学研教育出版

学研教育出版

学研教育出版

学研教育出版

世界文化社

徳間書店

国書刊行会

小学館

講談社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫

白泉社 文庫

新潮社 文庫

新潮社 文庫

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文庫

日本経済新聞出版社

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ＮＨＫ出版

文藝春秋 文庫

文藝春秋 文庫

講談社

講談社

講談社 文庫

東京創元社

文藝春秋

講談社 文庫



ポプラ社

東京創元社

河出書房新社

講談社

文藝春秋 文庫

集英社

講談社

新潮社 文庫

文藝春秋

早川書房 文庫

河出書房新社

文藝春秋 文庫

岩波書店 文庫


