
　一般図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

104 O 眠れぬ夜のための哲学 小川　仁志／著 PHP研究所

210.04 H 乙女の日本史 堀江　宏樹／著 東京書籍

367.75 U おひとりさまの老後 上野　千鶴子／著 法研

379.9 T 生き抜く力をつけるお母さんのほめ方・叱り方 高濱　正伸／著 小学館

726.6 Y あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ／著 ポプラ社

914.6 ｻﾄ 女の背ぼね 佐藤　愛子／著 海竜社

914.6 ﾄﾞｳ 90歳を生きること 童門　冬二／著 東洋経済新報社

914.6 ﾑｺ 女の人差し指 向田　邦子／著 文藝春秋

F1 ｱｻ 一刀斎夢録　上 浅田　次郎／著 文藝春秋

F1 ｱﾘ レインツリーの国 有川　浩／著 新潮社

F1 ｲｼ アキハバラ@DEEP 石田　衣良／著 文芸春秋

F1 ｲﾄ 沖で待つ 絲山　秋子／著 文藝春秋

F1 ｲﾉ 夜を着る 井上　荒野／著 文藝春秋

F1 ｵｶﾞ ライオンのおやつ 小川　糸／著 ポプラ社

F1 ｵｸ マドンナ 奥田　英朗／著 講談社

F1 ｵｸ ガール 奥田　英朗／著 講談社

F1 ｶｷ うちの父が運転をやめません 垣谷　美雨／著 KADOKAWA

F1 ｶｸ 対岸の彼女 角田　光代／著 文芸春秋

F1 ｷｼ 鍵のかかった部屋 貴志　祐介／著 角川書店

F1 ｷﾀ ちょっと今から仕事やめてくる　（文庫） 北川　恵海／[著] KADOKAWA

電子図書館でも読めます！

展示場所：中央図書館　１階カウンター前



F1 ｸﾎﾞ 水やりはいつも深夜だけど 窪　美澄／著 KADOKAWA

F1 ｺﾏ 日本沈没　上 小松　左京／[著] 光文社

F1 ｺﾏ 日本沈没　下 小松　左京／[著] 光文社

F1 ｺﾝ ふたつめの月 近藤　史恵／著 文藝春秋

F1 ｻｻ 廃墟に乞う 佐々木　譲／著 文藝春秋

F1 ｻﾄ 一瞬の風になれ　3 佐藤　多佳子／著 講談社

F1 ｻﾄ 一瞬の風になれ　2 佐藤　多佳子／著 講談社

F1 ｻﾄ 一瞬の風になれ　1 佐藤　多佳子／著 講談社

F1 ｼﾝ 地図男 真藤　順丈／著 メディアファクトリー

F1 ﾂｼﾞ 本日は大安なり 辻村　深月／著 角川書店

F1 ﾂｼﾞ 水底フェスタ 辻村　深月／著 文藝春秋

F1 ﾂｼﾞ かがみの孤城 辻村　深月／著 ポプラ社

F1 ﾅｶ 僕の好きな人が、よく眠れますように 中村　航／著 角川書店

F1 ﾅｶ 棘の家 中山　七里／著 KADOKAWA

F1 ﾅｽ ズッコケ中年三人組 那須　正幹／著 ポプラ社

F1 ﾆｯ 劒岳 新田　次郎／著 文藝春秋

F1 ﾊﾔ イミテーション・ゴールド 林　真理子／著 祥伝社

F1 ﾊﾗ アノニム 原田　マハ／著 KADOKAWA

F1 ﾋｶﾞ もう誘拐なんてしない 東川　篤哉／著 文藝春秋

F1 ﾋﾒ ツ、イ、ラ、ク 姫野　カオルコ／著 角川書店

F1 ﾐﾁ 月と蟹 道尾　秀介／著 文藝春秋

F1 ﾐﾔ 校閲ガール 宮木　あや子／著 KADOKAWA

F1 ﾓﾘ レッドライト 森村　誠一／著 実業之日本社

F1 ﾓﾘ カクレカラクリ 森　博嗣／著 メディアファクトリー

F1 ﾔｸ ラストナイト 薬丸　岳／著 実業之日本社

F1 ﾔﾏ プラナリア 山本　文緒／著 文芸春秋



F1 ﾔﾏ 運命の人　1 山崎　豊子／著 文藝春秋

F1 ﾕｽﾞ あまからカルテット 柚木　麻子／著 文藝春秋

YA F1 ｵｶﾞ 食堂かたつむり 小川　糸／著 ポプラ社

YA F1 ｾｵ 戸村飯店青春100連発 瀬尾　まいこ／作 理論社

YA F1 ｾｵ 幸福な食卓 瀬尾　まいこ／著 講談社

YA F1 ﾎﾝ 武士道エイティーン 誉田　哲也／著 文藝春秋

YA F1 ﾐｶ ビブリア古書堂の事件手帖　1（文庫） 三上　延／[著] アスキー・メディアワークス

　児童図書

請求記号 タイトル 人名 出版者

159 ﾏﾄﾞ こどもたちへ まど　みちお／文 講談社

210 ﾆﾎ 日本史探偵コナン　[シーズン1]-11 青山　剛昌／原作 小学館

374 ﾔｻ じしん・つなみどうするの? せべ　まさゆき／絵 金の星社

407 D でんじろう先生のわくわく!自由研究 米村　でんじろう／監修 主婦と生活社

480 ﾄﾞｯ どっちが強い!?ゾウvsサイ レッドコード／ストーリー KADOKAWA

913 O おとうさんのにちようび 大石　真／さく 小峰書店

913 S ペンギンたんけんたい 斉藤　洋／作 講談社

913 ｱｶ カレー男がやってきた! 赤羽　じゅんこ／作 講談社

913 ｱｻ バッテリー　[1] あさの　あつこ／作 教育画劇

913 ｲﾄ おさるのまいにち いとう　ひろし／作・絵 講談社

913 ｶｼ モンスター・ホテルでおどりましょう 柏葉　幸子／作 小峰書店

913 ﾀﾆ 大坂オナラ草紙 谷口　雅美／著 講談社

913 ﾀﾑ 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま　Recipe1 田村　理江／作 国土社

913 ﾊﾗ にんじゃざむらいガムチョコバナナ　001 原　ゆたか／さく・え KADOKAWA

913 ﾑﾗ 音楽室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社



913 ﾓﾘ アーモンド入りチョコレートのワルツ 森　絵都／作 講談社

913 ﾔｽ セカイを科学せよ! 安田　夏菜／著 講談社

913 ﾔﾏ かいてんずしのきょうふ やまもと　しょうぞう／作・絵 フレーベル館

933 ﾛｯ デルトラ・クエスト　1 エミリー・ロッダ／作 岩崎書店

E ｱｿ どこ? 山形　明美／作 講談社

E ｲﾁ いちにちぶんぼうぐ ふくべ　あきひろ／さく PHP研究所

E ｲﾂ いつかはぼくも よしだ　るみ／さく・え 国土社

E ｵﾊﾞ おばけのパンこうじょう オームラ　トモコ／作 理論社

E ｻﾝ 単位がわかる グラムのえほん ほるぷ出版

E ｼﾞｯ 10ぴきのかえる 間所　ひさこ／さく PHP研究所

E ｼﾞｬ じゃない! チョー　ヒカル／作 フレーベル館

E ｽｺﾞ すごいたいじゅうでうごきません。 平田　昌広／作 国土社

E ﾄﾓ ともくんのおうち おおはし　えみこ／作 国土社

YA 007 ｴﾝ 家庭でマスター!中学生のスマホ免許 遠藤　美季／著 誠文堂新光社

YA 371 ﾓﾄ いじめ 心の中がのぞけたら　1 本山　理咲／著 朝日学生新聞社

YA 726 ｺﾞｵ 5億年後に意外な結末 菅原　そうた／原作 学研プラス

YA 913 ｱｻ X-01　1 あさの　あつこ／[著] 講談社

YA 913 ｳｴ 鹿の王　上 上橋　菜穂子／著 KADOKAWA

YA 913 ﾌｸ アン先生、急患です! 福田　隆浩／[著] 講談社

YA E ﾋｬ 100万回生きたねこ 佐野　洋子／作・絵 講談社


