
書　　　　　　名 著　　　　　者 出　版　社 請求記号

 「今、ここ」から考える社会学  好井　裕明／著  筑摩書房  469

  「小川式」成績を劇的に伸ばす60の方法  小川　仁志／著  PHP研究所  150

 人がいじわるをする理由はなに?  ドゥニ・カンブシュネ／文  岩崎書店  159

 101人が選ぶ「とっておきの言葉」  河出書房新社／編  河出書房新社  210.25

 ときめく縄文図鑑  譽田　亜紀子／文  山と溪谷社  338

 ファイナンシャル・プランニング技能士  柳澤　美由紀／原作  金融財政事情研究会  361

 イクバルと仲間たち  スーザン・クークリン／著  小峰書店  366

 動物園飼育員・水族館飼育員になるには  高岡　昌江／著  ぺりかん社  366

 日曜日のハローワーク  小田　豊二／著  東京書籍  366

 もっと知りたい!話したい!セクシュアルマイノリティ　3 日高　庸晴／著  汐文社  367

 女も男も生きやすい国、スウェーデン  三瓶　恵子／著  岩波書店  367

 わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。  プラン・ジャパン／著  合同出版  367.2

 野馬追の少年、震災をこえて  井上　こみち／著  PHP研究所  369

 いじめのある世界に生きる君たちへ  中井　久夫／著  中央公論新社  371

 就職四季報女子版　2018年版  東洋経済新報社／編  東洋経済新報社  377.9

 イラストでわかる麗しのドレス図鑑  花園　あずき／著  マール社  383.15



 世界で一番美しい分子図鑑  セオドア・グレイ／著  創元社  431

 恐竜の時代  ニュートンプレス  457 

 ごみ処理場・リサイクルセンターで働く人たち  漆原　次郎／著  ぺりかん社  518

 ときめく文房具図鑑  山崎　真由子／文  山と溪谷社  589.73

 正しい目玉焼きの作り方  森下　えみこ／イラスト  河出書房新社  590

 荒汐部屋のすもうねこ  安彦　幸枝／写真  平凡社  645.7

 日本飛び出しくん図鑑  関　将／著  辰巳出版  681.3

 吹部ノート　2  オザワ部長／著  ベストセラーズ  764.6

 夢はみるものではなく、かなえるもの  澤　穂希／著  PHP研究所  783.47

 けん玉道の師・藤原一生物語  おち　まさ子／著  PHP研究所  798

 方言萌え!?  田中　ゆかり／著  岩波書店  818

 21世紀の論語  佐久　協／著  晶文社  123 ｺｳ

 半ケツとゴミ拾い  荒川　祐二／著  地湧社  289.1ｱﾗ　

 夢のお仕事さがし大図鑑　1～5  夢のお仕事さがし大図鑑編集委員会／編  日本図書センター  366

 車夫　[1]  いとう　みく／作  小峰書店  913 ｲﾄ 1

 弓を引く少年  大塚　菜生／著  国土社  913 ｵｵ

 白瑠璃の輝き  国元　アルカ／作  国土社  913 ｸﾆ



 告白  小林　深雪／[著]  講談社  913 ｺｸ

 七十二歳の卒業制作  田村　せい子／作  福音館書店  913 ﾀﾑ

 がっかり行進曲  中島　たい子／著  筑摩書房  913 ﾅｶ

 きみのためにはだれも泣かない  梨屋　アリエ／著  ポプラ社  913 ﾅｼ

 華麗なる探偵アリス&ペンギン　[1]～[8]  南房　秀久／著  小学館  913 ﾅﾝ

 なりたて中学生　上級編  ひこ・田中／著  講談社  913 ﾋｺ

 HM同好会  藤野　千夜／作  理論社  913 ﾌｼﾞ

 「悩み部」の平和と、その限界。  麻希　一樹／著  学研プラス  913 ﾏｷ

 ひかり生まれるところ  まはら　三桃／著  小学館  913 ﾏﾊ

 伝説のエンドーくん  まはら　三桃／著  小学館  913 ﾏﾊ

 ビブリア古書堂の事件手帖　6  三上　延／[著]  KADOKAWA  913 ﾐｶ

 最弱フットガールズ  三岡　雅晃／著  リンダパブリッシャーズ  913 ﾐﾂ

 晴れた日は図書館へいこう　[2]  緑川　聖司／[著]  ポプラ社  913 ﾐﾄﾞ

 夏の庭  湯本　香樹実／著  新潮社  913 ﾕﾓ

 ベルナのしっぽ  郡司　ななえ／[著]  角川書店  916 ｸﾞﾝ

 戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり  日野原　重明／著  小学館  916 ﾋﾉ

 クィディッチ今昔  J.K.ローリング／著  静山社  930 ﾛﾘ



 わたしたちが自由になるまえ  フーリア・アルバレス／著  ゴブリン書房  933 ｱﾙ

 ウィロビー・チェースのオオカミ  ジョーン・エイキン／作  冨山房  933 ｴｲ

 コールド・ショルダー通りのなぞ  ジョーン・エイキン／作  冨山房  933 ｴｲ

 ダイドーと父ちゃん  ジョーン・エイキン／作  冨山房  933 ｴｲ

 バタシー城の悪者たち  ジョーン・エイキン／作  冨山房  933 ｴｲ

 少女イス  ジョーン・エイキン／作  冨山房  933 ｴｲ

 生きのびるために  デボラ・エリス／作  さ・え・ら書房  933 ｴﾘ

 アラスカを追いかけて  ジョン・グリーン／作  岩波書店  933 ｸﾞﾘ

 少年弁護士セオの事件簿　6  ジョン・グリシャム／作  岩崎書店  933 ｸﾞﾘ

 骨董通りの幽霊省  アレックス・シアラー／著  竹書房  933 ｼｱ

 青空のかけら  S.E.デュラント／作  鈴木出版  933 ﾃﾞﾕ

 紅のトキの空  ジル・ルイス／作  評論社  933 ﾙｲ

 二番がいちばん  D.H.ロレンス／作  理論社  933 ﾛﾚ

 世界が若かったころ  ジャック・ロンドン／作  理論社  933 ﾛﾝ

 ドラゴンの塔　上・下  ナオミ・ノヴィク／著  静山社  933.7 ﾉﾋﾞ

 怪盗ルパン謎の旅行者  モーリス・ルブラン／作  理論社  953 ﾙﾌﾞ

 マルコヴァルドさんの四季  イタロ・カルヴィーノ　作  岩波書店  973 ｶﾙ



 神様の御用人　1～6  浅葉　なつ／[著]  KADOKAWA  BF ｱｻ 

 よろず占い処陰陽屋狐の子守歌  天野　頌子／[著]  ポプラ社  BF ｱﾏ

 招き猫神社のテンテコ舞いな日々　3  有間　カオル／[著]  KADOKAWA  BF ｱﾘ 

 炎路を行く者  上橋　菜穂子／著  新潮社  BF ｳｴ 

 0能者ミナト　[1]  葉山　透／[著]  アスキー・メディアワークス  BF ﾊﾔ

 活版印刷三日月堂　[2]  ほしお　さなえ／[著]  ポプラ社  BF ﾎｼ 

 シャクルトンの大漂流  ウィリアム・グリル／作  岩波書店  E ｸﾞﾘ

 気まぐれ食堂  有間　カオル／著  東京創元社  F ｱﾘ

 僕は何度でも、きみに初めての恋をする。  沖田　円／著  スターツ出版  F ｵｷ

 小説の書きかた  須藤　靖貴／著  講談社  F ｽﾄﾞ

 結物語  西尾　維新／著  講談社  F ﾆｼ

 悲衛伝  西尾　維新／著  講談社  F ﾆｼ

 さよならクリームソーダ  額賀　澪／著  文藝春秋  F ﾇｶ

 虚白ノ夢  カナヲ／原作  KADOKAWA  F ﾓﾛ


