
タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 分類 図書

【総記】図書・百科事典・論文・叢書

思考のレッスン　発想の原点はどこにあるのか（講談社＋α文庫　I41-1） 竹内　薫著 講談社 2016 002 タ

会社では教えてもらえない仕事が速い人の手帳・メモのキホン 伊庭　正康著 すばる舎 2016 002.7 イ

「超」一流コンサルタントが実践する情報を「知恵」に変えるトレーニング 小宮　一慶著 海竜社 2016 002.7 コ

人工知能は人間を超えるか　ディープラーニングの先にあるもの（角川EPUB選書　021） 松尾　豊著 KADOKAWA 2015 007.1 マ

スマホ断食　ネット時代に異議があります 藤原　智美著 潮出版社 2016 007.3 フ

知って得する図書館の楽しみかた（ライブラリーぶっくす） 吉井　潤著 勉誠出版 2016 015 ヨ

図書館「超」活用術　最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける 奥野　宣之著 朝日新聞出版 2016 015 オ

移動図書館ひまわり号 前川　恒雄著 夏葉社 2016 016.2 マ

読書は格闘技 瀧本　哲史著 集英社 2016 019 タ

マンガでわかるビブリオバトルに挑戦！　学校・図書館で成功させる活用実践ガイド 谷口　忠大マンガ原案・監修 さ・え・ら書房 2016 019 マ

ひと目でわかるブックトーク　小・中・高校生向け実践例64本収録 「この本読んで！」編集部編集 読書サポート 2012 019.2 ヒ

「伝わる」印刷物の基本ルール　作り方・発注の仕方がよくわかる 佐々木　剛士著 誠文堂新光社 2016 021.4 ツ

震災編集者　東北のちいさな出版社〈荒蝦夷〉の5年間 土方　正志著 河出書房新社 2016 023 ヒ

まだまだ知らない夢の本屋ガイド 朝日出版社 2016 024 マ

本人遺産 南　伸坊著 文藝春秋 2016 049 ミ

「週刊コウロン」波乱・短命顛末記 水口　義朗著 中央公論新社 2016 051 ミ

【哲学】

あの世へ逝く力 小林　玖仁男著 幻冬舎 2016 114.2 コ

寛容論（中公文庫　ウ7-1） ヴォルテール著 中央公論新社 2011 135.3 ヴ

考える力をつける本（講談社＋α新書　746-1C） 畑村　洋太郎著 講談社 2016 141.5 ハ

自分では気づかない、ココロの盲点　完全版　本当の自分を知る練習問題80（ブルーバックス　B-1953） 池谷　裕二著 講談社 2016 141.5 イ

嫌われる勇気（自己啓発の源流「アドラー」の教え） 岸見　一郎著 ダイヤモンド社 2013 146.1 キ

幸せになる勇気（自己啓発の源流「アドラー」の教え　2） 岸見　一郎著 ダイヤモンド社 2016 146.1 キ

自分を勇気づけるアドラー心理学7つの知恵 岩井　俊憲著 ベストセラーズ 2016 146.8 イ



セラピスト　Silence　in　Psychotherapy 最相　葉月著 新潮社 2014 146.8 サ

生まれ変わりの村　読むだけで運が上がる 4 森田　健著 アクセス 2016 147 モ

いちばんやさしい手相入門 浅野　八郎著 ナツメ社 2016 148.1 ア

島田秀平が3万人の手相を見てわかった！「強運」の鍛え方（SB新書　377） 島田　秀平著 SBクリエイティブ 2017 148.1 シ

一瞬で気持ちの整理ができる「感情のスイッチ」　ココロにやさしいマイ・ルール19 山崎　拓巳著 PHPエディターズ・グループ 2016 159 ヤ

鏡の法則　完全版 野口　嘉則著 サンマーク出版 2017 159 ノ

「ぐずぐず脳」をきっぱり治す！　人生を変える7日間プログラム 黒川　伊保子著 集英社 2016 159 ク

こころの匙加減　100歳の精神科医が見つけた 高橋　幸枝著 飛鳥新社 2016 159 タ

最高の結果を引き出す質問力　その問い方が、脳を変える！ 茂木　健一郎著 河出書房新社 2016 159 モ

シニアの品格 小屋　一雄著 小学館 2016 159 コ

自分の時間　新装新版　1日24時間でどう生きるか アーノルド・ベネット著 三笠書房 2016 159 ベ

知性の磨き方（SB新書　374） 齋藤　孝著 SBクリエイティブ 2017 159 サ

No．2という働き方 細島　誠彦著 日本経済新聞出版社 2016 159 ホ

弘兼憲史流「新老人」のススメ 弘兼　憲史著 徳間書店 2016 159 ヒ

ブレない自分をつくる「古典」読書術（B＆Tブックス） 小倉　広著 日刊工業新聞社 2016 159 ブ

本音で生きる　一秒も後悔しない強い生き方（SB新書　318） 堀江　貴文著 SBクリエイティブ 2015 159 ホ

「水」のように生きる 植西　聰著 ダイヤモンド社 2016 159 ウ

もう、がまんしない。　「自分らしく」生きる練習 心屋　仁之助著 大和書房 2017 159 コ

40歳、初めてのお見合い 大手小町編集部編 ポプラ社 2014 159 ヨ

リストマニアになろう！　理想の自分を手に入れる「書きだす」習慣 ポーラ・リッツォ著 飛鳥新社 20016 159 リ

運のいい女（ひと）の法則 ワタナベ　薫著 三笠書房 2016 159.6 ワ

幸せはあなたの心が決める 渡辺　和子著 PHP研究所 2015 159.6 ワ

「嫉妬する女はブスになる」問題 柊　りおん著 サンマーク出版 2016 159.6 ヒ

人生の教養が身につく名言集 出口　治明著 三笠書房 2016 159.8 デ

【宗教】

日本人の死生観と葬儀 島田　裕巳著 海竜社 2016 162.1 シ



山の神さま・仏さま　面白くてためになる山の神仏の話（ヤマケイ新書　YS026） 太田　昭彦著 山と溪谷社 2016 163.1 オ

元横綱千代の富士の霊言　強きこと神の如し 大川　隆法著 幸福の科学出版 2016 169.1 オ

東京の神社・お寺めぐり　歴史さんぽ 渋谷　申博著 G．B． 2016 175.9 シ

超訳法華経 中村　圭志著 中央公論新社 2014 183.3 ナ

ぶらり東京・仏寺めぐり 長田　幸康著 幻冬舎 2016 185.9 オ

この世に命を授かりもうして 酒井　雄哉著 幻冬舎 2016 188.4 サ

あきらめる練習（SB新書　378） 名取　芳彦著 SBクリエイティブ 2017 188.5 ナ

縁は苦となる苦は縁となる 塩沼　亮潤著 幻冬舎 2016 188.5 シ

超訳空海　弘法大師のことば（PHP文庫　と21-5） 苫米地　英人著 PHP研究所 2016 188.5 ト

この世を仏教で生きる　今から始める他力の暮らし 大平　光代著 本願寺出版社 2013 188.7 オ

親鸞聖人の生き方　「非僧非俗」の求道者が告げる現代人へのメッセージ（別冊宝島　2466） 宝島社 2016 188.7 シ

歎異抄をひらく 高森　顕徹著 1万年堂出版 2008 188.7 タ

泥があるから、花は咲く 青山　俊董著 幻冬舎 2016 188.8 ア

持たないという幸せ　45のルールづくり 枡野　俊明著 海竜社 2016 188.8 マ

キリスト教の謎　奇跡を数字から読み解く 竹下　節子著 中央公論新社 2016 190 タ

沈黙すればするほど人は豊かになる　ラ・グランド・シャルトルーズ修道院の奇跡（幻冬舎新書　す-8-1） 杉崎　泰一郎著 幻冬舎 2016 198.2 ス

【歴史】

いまがわかる世界史の教科書 洋泉社編集部編 洋泉社 2016 209 イ

日本人の朝鮮観　なぜ「近くて遠い隣人」なのか 小倉　和夫著 日本経済新聞出版社 2016 210.1 オ

鳥瞰イラストでよみがえる歴史の舞台　超ワイド＆パノラマ（学研ムック） 歴史群像編集部編 学研プラス 2017 210.1 チ

タネをまく縄文人　最新科学が覆す農耕の起源（歴史文化ライブラリー　416） 小畑　弘己著 吉川弘文館 2016 210.2 オ

戦国大名の兵粮事情（歴史文化ライブラリー　415） 久保　健一郎著 吉川弘文館 2015 210.4 ク

信長軍の合戦史　1560-1582 日本史史料研究会監修 吉川弘文館 2016 210.4 ノ

官賊と幕臣たち　列強の日本侵略を防いだ徳川テクノクラート 原田　伊織著 毎日ワンズ 2016 210.5 ハ

謀略！大坂城　なぜ、難攻不落の巨城が敗れたのか 加来　耕三著 さくら舎 2017 210.5 カ

政宗の陰謀　支倉常長使節、ヨーロッパ渡航の真相 大泉　光一著 大空出版 2016 210.5 オ



昭和からの伝言 加藤　廣著 新潮社 2016 210.7 カ

戦争まで　歴史を決めた交渉と日本の失敗 加藤　陽子著 朝日出版社 2016 210.7 カ

戦地からの最期の手紙　二十二人の若き海軍将兵の遺書 将口　泰浩著 海竜社 2016 210.7 シ

特攻なぜ拡大したのか 大島　隆之著 幻冬舎 2016 210.7 オ

貧乏大名“やりくり”物語　たった五千石！名門・喜連川藩の奮闘（講談社＋α文庫　E58-1） 山下　昌也著 講談社 2016 213.2 ヤ

ヒトラーの娘たち　ホロコーストに加担したドイツ女性 ウェンディ・ロワー著 明石書店 2016 234 ロ

人間晩年図巻 1990-94年 関川　夏央著 岩波書店 2016 280.4 セ

人間晩年図巻 1995-99年 関川　夏央著 岩波書店 2016 280.4 セ

さよなら大好きな人 2015 本間　康司絵と文 清水書院 2016 281 ホ

少女たちの明治維新　ふたつの文化を生きた30年 ジャニス・P．ニムラ著 原書房 2016 281 ニ

日本を揺るがせた怪物たち 田原　総一朗著 KADOKAWA 2016 281 タ

無私の日本人 磯田　道史著 文藝春秋 2012 281 イ

安倍三代 青木　理著 朝日新聞出版 2017 288.3 ア

井伊家の教え　彦根藩35万石はなぜ300年続いたのか 田原　総一朗著 プレジデント社 2016 288.3 タ

知られざる天皇明仁 橋本　明著 講談社 2016 288.4 ハ

天皇陛下100の言葉　国民に寄り添うやさしき御心 山下　晋司監修 宝島社 2017 288.4 テ

美智子さま100の言葉　日本人をやさしくつつみこむ御心 山下　晋司監修 宝島社 2016 288.4 ミ

井伊直虎と家康　女城主と天下人が生きた戦国（NHKシリーズ） 小和田　哲男著 NHK出版 2017 289.1 イ

井伊直虎と戦国女性列伝　完全保存版　巻頭大特集直虎、波乱の生涯を徹底解説（廣済堂ベストムック　342号） 廣済堂出版 2016 289.1 イ

井伊直虎　一冊でわかる大河ドラマ・ヒロインのすべて（洋泉社MOOK） 洋泉社 2017 289.1 イ

大橋鎭子と花森安治『暮しの手帖』二人三脚物語 塩澤　実信著 北辰堂出版 2016 289.1 オ

おんな城主井伊直虎と井伊直政の真実　NHK大河ドラマ『おんな城主直虎』主人公を徹底解説！（別冊宝島　2528） 宝島社 2016 289.1 イ

影の権力者　内閣官房長官菅義偉（講談社＋α文庫　G119-4） 松田　賢弥著 講談社 2016 289.1 ス

三番町のコタカさん　大妻学院創立者大妻コタカ伝 工藤　美代子著 ワック 2016 289.1 オ

城主になった女　井伊直虎 梓澤　要著 NHK出版 2016 289.1 イ

田中角栄　人を動かす話し方の極意 齋藤　孝著 朝日新聞出版 2016 289.1 タ



堤清二　罪と業　最後の「告白」 児玉　博著 文藝春秋 2016 289.1 ツ

帝国ホテルの考え方　本物のサービスとは何か 犬丸　徹郎著 講談社 2016 289.1 イ

汝、ふたつの故国に殉ず　台湾で「英雄」となったある日本人の物語 門田　隆将著 KADOKAWA 2016 289.1 サ

“べっぴんさん”坂野惇子の生涯　NHK連続テレビ小説がもっと面白くなる！（サンエイムック） 三栄書房 2016 289.1 バ

村に火をつけ、白痴になれ　伊藤野枝伝 栗原　康著 岩波書店 2016 289.1 イ

靖国と千鳥ケ淵　A級戦犯合祀の黒幕にされた男（講談社＋α文庫　G283-1） 伊藤　智永著 講談社 2016 289.1 ミ

シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン著 河出書房新社 2015 289.3 レ

ヒラリー　政治信条から知られざる素顔まで 岸本　裕紀子著 PHP研究所 2016 289.3 ク

【地理・地誌・紀行】

今がわかる時代がわかる世界地図（SEIBIDO　MOOK） 2016年版 成美堂出版編集部編集 成美堂出版 2016 290.3 イ

今がわかる時代がわかる日本地図（SEIBIDO　MOOK） 2016年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 2016 291 イ

るるぶ日帰り温泉関東周辺（るるぶ情報版） ’17 JTBパブリッシング 2016 291 ル

北海道新幹線で行こう（まっぷるマガジン） 昭文社 2016 291.1 ホ

るるぶ岩手　盛岡　花巻　平泉　八幡平（るるぶ情報版） ’18 JTBパブリッシング 2017 291.2 ル

るるぶ横浜中華街みなとみらい（るるぶ情報版） ’16～’17 JTBパブリッシング 2016 291.3 ル

るるぶ箱根（るるぶ情報版） ’16～’17 JTBパブリッシング 2016 291.3 ル

るるぶ埼玉　川越　秩父　鉄道博物館（るるぶ情報版） ’17 JTBパブリッシング 2016 291.3 ル

るるぶ草津伊香保水上四万（るるぶ情報版） ’18 JTBパブリッシング 2017 291.3 ル

金沢　能登・加賀温泉郷（まっぷるマガジン） ’17 昭文社 2016 291.4 カ

るるぶ北陸新幹線で行こう！金沢富山（るるぶ情報版） 2016 JTBパブリッシング 2016 291.4 ル

るるぶ石川　能登　輪島　金沢　加賀温泉郷（るるぶ情報版） ’17 JTBパブリッシング 2016 291.4 ル

登山口の便利帳　下山後に目指すべき、温泉と食事処を厳選紹介！（エイムック　3474） 〓出版社 2016 291.5 ト

るるぶ河口湖山中湖富士山麓御殿場（るるぶ情報版） ’17 JTBパブリッシング 2016 291.5 ル

るるぶ信州（るるぶ情報版） ’17 JTBパブリッシング 2016 291.5 ル

滋賀・びわ湖　長浜・彦根・大津（まっぷるマガジン） ’17 昭文社 2016 291.6 シ

るるぶ香川高松琴平直島小豆島（るるぶ情報版） ’17 JTBパブリッシング 2016 291.8 ル



鹿児島　指宿・霧島（まっぷるマガジン） ’17-’18 昭文社 2017 291.9 カ

るるぶ熊本応援版（るるぶ情報版） JTBパブリッシング 2016 291.9 ル

るるぶ石垣宮古竹富島西表島（るるぶ情報版） ’18 JTBパブリッシング 2017 291.9 ル

るるぶ韓国　ソウル・釜山・済州島（るるぶ情報版　A1） ’17 JTBパブリッシング 2016 292.1 ル

外道クライマー 宮城　公博著 集英社インターナショナル 2016 292.3 ミ

るるぶフィリピン　セブ島・マニラ（るるぶ情報版　A15） 2016 JTBパブリッシング 2016 292.4 ル

るるぶサイパン　マニャガハ島　ガラパン　ロタ　テニアン（るるぶ情報版　D9） 2016 JTBパブリッシング 2016 297.4 ル

北極大異変（知のトレッキング叢書） エドワード・シュトルジック著 集英社インターナショナル 2016 297.8 シ

【社会科学】政治・経済・統計・社会・民俗学・防衛

空から降ってきた男　アフリカ「奴隷社会」の悲劇 小倉　孝保著 新潮社 2016 302.4 オ

今がわかる時代がわかる学習地図（SEIBIDO　MOOK） 2016→2017 成美堂出版編集部編集 成美堂出版 2016 304 イ

下り坂をそろそろと下る（講談社現代新書　2363） 平田　オリザ著 講談社 2016 304 ヒ

世界観（小学館新書　287） 佐藤　優著 小学館 2016 304 サ

天声人語 2016年1月-6月 朝日新聞論説委員室著 朝日新聞出版 2016 304 テ

「民意」の嘘　日本人は真実を知らされているか（産経セレクト　S-006） 櫻井　よしこ著 産経新聞出版 2016 304 サ

社会運動　深刻化する子どもの貧困子ども食堂を作ろう！ No．421（2016-1） 市民セクター政策機構 2016 309 シ

覚えておきたい総理の顔　スマート版　歴代総理のガイドブック 本間　康司著 清水書院 2016 312.1 ホ

社会をちょっと変えてみた　ふつうの人が政治を動かした七つの物語 駒崎　弘樹著 岩波書店 2016 312.1 コ

総理 山口　敬之著 幻冬舎 2016 312.1 ヤ

女が動かす北朝鮮　金王朝三代「大奥」秘録（文春新書　1076） 五味　洋治著 文藝春秋 2016 312.2 ゴ

トランプのアメリカ　漂流する大国の行方 朝日新聞アメリカ大統領選取材班著 朝日新聞出版 2017 312.5 ト

トランプ登場は日本の大チャンス　新しいアジア情勢のもとで日米関係はこう変わる 日高　義樹著 PHP研究所 2017 312.5 ヒ

トランプ熱狂、アメリカの「反知性主義」 宮崎　正弘著 海竜社 2016 312.5 ミ

最強の国家権力・国税庁　あなたは監視されている（中公新書ラクレ　555） 大村　大次郎著 中央公論新社 2016 317.2 オ

FBI秘録 ロナルド・ケスラー著 原書房 2012 317.9 ケ

誰も書けなかった東京都政の真実 鈴木　哲夫著 イースト・プレス 2017 318.2 ス



地方創生大全 木下　斉著 東洋経済新報社 2016 318.6 キ

一気にわかる！池上彰の世界情勢　トランプ政権誕生編 2017 池上　彰著 毎日新聞出版 2017 319 イ

壊れた地球儀の直し方　ぼくらの出番（扶桑社新書　213） 青山　繁晴著 扶桑社 2016 319 ア

証言北方領土交渉 本田　良一著 中央公論新社 2016 319.1 ホ

北方領土の基礎知識 石郷岡　建著 東洋書店新社 2016 319.1 イ

パックス・チャイナ中華帝国の野望（講談社現代新書　2369） 近藤　大介著 講談社 2016 319.2 コ

ヒロシマに来た大統領　「核の現実」とオバマの理想 朝日新聞取材班著 筑摩書房 2016 319.8 ヒ

上野千鶴子の選憲論（集英社新書　0734） 上野　千鶴子著 集英社 2014 323.1 ウ

君は憲法第8章を読んだか 大前　研一著 小学館 2016 323.1 オ

「憲法改正」の真実（集英社新書　0826） 樋口　陽一著 集英社 2016 323.1 ヒ

母さんごめん、もう無理だ　きょうも傍聴席にいます 朝日新聞社会部著 幻冬舎 2016 327.6 カ

大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀　利宏著 KADOKAWA 2015 331 イ

ニュースで学べない日本経済 大前　研一著 KADOKAWA 2016 332.1 オ

バブル　日本迷走の原点 永野　健二著 新潮社 2016 332.1 ナ

人びとの戦後経済秘史 東京新聞・中日新聞経済部編 岩波書店 2016 332.1 ヒ

中国GDPの大嘘 高橋　洋一著 講談社 2016 332.2 タ

世界経済大乱（日経プレミアシリーズ　303） 滝田　洋一著 日本経済新聞出版社 2016 333.6 タ

ゼロから1を生む思考法　東大工学部教授が教える 中尾　政之著 三笠書房 2016 336.2 ナ

いらない課長、すごい課長（日経プレミアシリーズ　300） 新井　健一著 日本経済新聞出版社 2016 336.3 ア

女性リーダー4．0　新時代のキャリア術 坂東　眞理子著 毎日新聞出版 2016 336.3 バ

超一流のビジネスマンがやっているすごいマナー　新入社員からリーダーまで使える！ 西出　ひろ子著 ぱる出版 2016 336.4 ニ

本当に賢い人の丸くおさめる交渉術 三谷　淳著 すばる舎 2016 336.4 ミ

捨てられる銀行（講談社現代新書　2371） 1 橋本　卓典著 講談社 2016 338.2 ハ

緊急解説マイナス金利（日経プレミアシリーズ　305） 清水　功哉著 日本経済新聞出版社 2016 338.3 シ

プライベートバンカー　カネ守りと新富裕層 清武　英利著 講談社 2016 338.8 キ

通貨の未来　円・ドル・元 英『エコノミスト』編集部編 文藝春秋 2016 338.9 ツ



〈税金逃れ〉の衝撃　国家を蝕む脱法者たち（講談社現代新書　2324） 深見　浩一郎著 講談社 2015 345.1 フ

アドラー流一瞬で心をひらく聴き方 岩井　俊憲著 かんき出版 2016 361.4 イ

「いい質問」が人を動かす 谷原　誠著 文響社 2016 361.4 タ

今どきの大人を動かす「ほめ方」のコツ29　こんなふうに声をかけられたら脳はもう、逆らえない 吉田　たかよし著 文響社 2016 361.4 ヨ

関西人の正体（朝日文庫　い45-4） 井上　章一著 朝日新聞出版 2016 361.4 イ

人を動かす人の「質問力」　「世界一のメンター」が教える ジョン・C．マクスウェル著 三笠書房 2016 361.4 マ

日本会議の正体（平凡社新書　818） 青木　理著 平凡社 2016 361.6 ア

「つくる生活」がおもしろい　小さなことから始める地域おこし、まちづくり 牧野　篤著 さくら舎 2017 361.7 マ

生きる場所を、もう一度選ぶ　移住した23人の選択（しごとのわ） 小林　奈穂子著 インプレス 2017 365 コ

まだ東京で消耗してるの？　環境を変えるだけで人生はうまくいく（幻冬舎新書　い-25-1） イケダ　ハヤト著 幻冬舎 2016 365 イ

老いる家崩れる街　住宅過剰社会の末路（講談社現代新書　2397） 野澤　千絵著 講談社 2016 365.3 ノ

とまどう男たち（阪大リーブル　54） 生き方編 伊藤　公雄編 大阪大学出版会 2016 367 ト

こうして女性は強くなった。　家庭面の100年 読売新聞生活部編 中央公論新社 2014 367.2 コ

文化系女子という生き方　「ポスト恋愛時代宣言」！ 湯山　玲子著 大和書房 2014 367.2 ユ

丸刈りにされた女たち　「ドイツ兵の恋人」の戦後を辿る旅（岩波現代全書　093） 藤森　晶子著 岩波書店 2016 367.2 フ

夫に死んでほしい妻たち（朝日新書　561） 小林　美希著 朝日新聞出版 2016 367.3 コ

お父さんがキモい理由を説明するね　父と娘がガチでトークしました（リンダブックス） 中山　順司著 泰文堂 2014 367.3 ナ

親元暮らしという戦略　アコーディオン・ファミリーの時代 キャサリン・S．ニューマン著 岩波書店 2013 367.3 ニ

家族という病（幻冬舎新書　し-10-2） 2 下重　暁子著 幻冬舎 2016 367.3 シ

子の無い人生 酒井　順子著 KADOKAWA 2016 367.3 サ

母からの解放　娘たちの声は届くか 信田　さよ子著 ホーム社 2016 367.3 ノ

後妻白書　幸せをさがす女たち 工藤　美代子著 小学館 2016 367.4 ク

未婚当然時代　シングルたちの“絆”のゆくえ（ポプラ新書　090） にらさわ　あきこ著 ポプラ社 2016 367.4 ニ

貧困世代　社会の監獄に閉じ込められた若者たち（講談社現代新書　2358） 藤田　孝典著 講談社 2016 367.6 フ

マラス　暴力に支配される少年たち 工藤　律子著 集英社 2016 367.6 ク

老いの世も目線を変えれば面白い 吉永　みち子著 海竜社 2016 367.7 ヨ



爺の暇つぶし　もてあます暇をもてあそぶ極意、教えます（ワニブックス｜PLUS｜新書　163） 吉川　潮著 ワニ・プラス 2016 367.7 ヨ

人生をもっと楽しむ「老後の学び術」　精神科医が教える（PHP文庫　ほ8-15） 保坂　隆著 PHP研究所 2016 367.7 ホ

なぜイギリス人は貯金500万円で幸せに暮らせるのか？　イギリス式中流老後のつくり方 井形　慶子著 講談社 2016 367.7 イ

もう親を捨てるしかない　介護・葬式・遺産は、要らない（幻冬舎新書　し-5-10） 島田　裕巳著 幻冬舎 2016 367.7 シ

老後親子破産 NHKスペシャル取材班著 講談社 2016 367.7 ロ

老人の壁 養老　孟司著 毎日新聞出版 2016 367.7 ヨ

不倫経済学（ベスト新書　497） 門倉　貴史著 ベストセラーズ 2016 367.9 カ

「鬼畜」の家　わが子を殺す親たち 石井　光太著 新潮社 2016 368.6 イ

殺人犯はそこにいる　隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件 清水　潔著 新潮社 2013 368.6 シ

高齢者とつくる壁面かざり12か月　介護現場が楽しくなる！ 目白大学監修 日本文芸社 2016 369.2 コ

ぼくの命は言葉とともにある　9歳で失明18歳で聴力も失ったぼくが東大教授となり、考えてきたこと 福島　智著 致知出版社 2015 369.2 フ

いつ大災害が起きても家族で生き延びる 小川　光一著 ワニブックス 2016 369.3 オ

緊急！池上彰と考える巨大地震　その時命を守るために… 池上　彰著 海竜社 2013 369.3 キ

震災後の不思議な話　三陸の〈怪談〉 宇田川　敬介著 飛鳥新社 2016 369.3 ウ

呼び覚まされる霊性の震災学　3．11生と死のはざまで 東北学院大学震災の記録プロジェクト金菱清（ゼミナール）編 新曜社 2016 369.3 ヨ

子どもと貧困 朝日新聞取材班著 朝日新聞出版 2016 369.4 コ

はい。赤ちゃん相談室、田尻です。　こうのとりのゆりかご・24時間SOS赤ちゃん電話相談室の現場 田尻　由貴子著 ミネルヴァ書房 2016 369.4 タ

「教育超格差大国」アメリカ（扶桑社新書　206） 津山　恵子著 扶桑社 2016 372.5 ツ

学校と一緒に安心して子どもを育てる本　小学生保護者の心得 多賀　一郎著 小学館 2016 374.6 タ

PTAがやっぱりコワい人のための本 大塚　玲子著 太郎次郎社エディタス 2016 374.6 オ

モンスターマザー　長野・丸子実業「いじめ自殺事件」教師たちの闘い 福田　ますみ著 新潮社 2016 374.6 フ

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 2014 375.4 イ

中谷真弓のエプロンシアター！　3びきのこぶた●かくれんぼだあれ？ほか5編 中谷　真弓著 チャイルド本社 2008 376.1 ナ

モンテッソーリ教育を受けた子どもたち　増補新版　幼児の経験と脳 相良　敦子著 河出書房新社 2016 376.1 サ

0歳児から5歳児　行動の意味とその対応　見えてますか？子どもからのシグナル 今井　和子著 小学館 2016 376.1 イ

0～5歳子どもを育てる「読み聞かせ」実践ガイド　よくわかる！絵本の選び方・読み方（教育技術） 児玉　ひろ美著 小学館 2016 376.1 コ



子どもの「いや」に困ったとき読む本　どうやってしつければいいの？ 大河原　美以著 大和書房 2016 379.9 オ

子どもをのばすアドラーの言葉　子育ての勇気 岸見　一郎著 幻冬舎 2016 379.9 キ

子どもの心の育てかた 佐々木　正美著 河出書房新社 2016 379.9 サ

子どもの脳を伸ばす「しつけ」　怒る前に何をするか ダニエル・J．シーゲル著 大和書房 2016 379.9 シ

この三つの言葉で、勉強好きな子どもが育つ（PHP新書　1069） 齋藤　孝著 PHP研究所 2016 379.9 サ

絵でみるニッポン銭湯文化 笠原　五夫著 里文出版 2016 383.6 カ

いっしょにあそぼ草あそび花あそび 秋冬編 佐藤　邦昭著 かもがわ出版 2016 384.5 サ

なぜ日本人は「のし袋」を使うのか？（淡交新書） 齋藤　和胡著 淡交社 2016 385 サ

骸骨考　イタリア・ポルトガル・フランスを歩く（The　European　Burial　Ritual） 養老　孟司著 新潮社 2016 385.6 ヨ

自分の柩はかつげない　ファイナルステージというお見送り（命と尊厳シリーズ） 櫻井　清一著 マイウエイ書房 2010 385.6 サ

すぐに役立つ366日記念日事典　第3版 加瀬　清志著 創元社 2016 386.9 カ

世界の国々と祝日　その国は何を祝っているのか 本村　凌二監修 理論社 2016 386.9 セ

誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース著　イラスト 創元社 2016 388.8 サ

スノーデン・ショック　民主主義にひそむ監視の脅威 デイヴィッド・ライアン著 岩波書店 2016 391.6 ラ

矛盾だらけの日本の安全保障　「専守防衛」で日本は守れない 冨澤　暉著 海竜社 2016 392.1 ト

日本人の闘い方　日本最古の兵書『闘戦経』に学ぶ 齋藤　孝著 致知出版社 2016 399.1 サ

【自然科学】数学・物理・化学・天文・地球・植物・動物

ちっちゃな科学　好奇心がおおきくなる読書＆教育論（中公新書ラクレ　551） かこ　さとし著 中央公論新社 2016 407 カ

数学する身体 森田　真生著 新潮社 2015 410.4 モ

統計学の図鑑（まなびのずかん） 涌井　良幸著 技術評論社 2015 417 ワ

天文学の図鑑　星座や太陽の動きから恒星・宇宙のしくみまで（まなびのずかん） 池田　圭一著 技術評論社 2015 440 イ

宇宙はどのように誕生・進化したのか　宇宙138億年をワープしてみよう（まなびのずかん） 新海　裕美子著 技術評論社 2015 443.9 シ

地図マニア空想の旅（知のトレッキング叢書） 今尾　恵介著 集英社インターナショナル 2016 448.9 イ

よくわかる気象学　第2版　イラスト図解 中島　俊夫著 ナツメ社 2016 451 ナ

京都の凸凹を歩く　高低差に隠された古都の秘密 1 梅林　秀行著 青幻舎 2016 454.9 ウ

日本人はどこから来たのか？ 海部　陽介著 文藝春秋 2016 469.9 カ



新・雑草博士入門（全農教観察と発見シリーズ） 岩瀬　徹著 全国農村教育協会 2015 470 シ

コケを見に行こう！　森の中にひっそり息づく緑のじゅうたん（大人の自由時間mini） 左古　文男著 技術評論社 2016 475 サ

獣医さんだけが知っている動物園のヒミツ人気者のホンネ 北澤　功監修 日東書院本社 2016 480.4 ジ

先生、ワラジムシが取っ組みあいのケンカをしています！（鳥取環境大学の森の人間動物行動学） 小林　朋道著 築地書館 2014 481.7 コ

ときめく貝殻図鑑（Book　for　discovery） 寺本　沙也加文 山と溪谷社 2016 484 テ

鳴く虫ハンドブック　コオロギ・キリギリスの仲間 奥山　風太郎著 文一総合出版 2016 486.4 オ

今日が人生最後の日だと思って生きなさい 小澤　竹俊著 アスコム 2016 490.1 オ

【医学・薬学】

人体ミクロの大冒険　ビジュアル版（NHKスペシャル） 坂元　志歩著 NHK出版 2014 491.3 ジ

健やかに老いるための時間老年学 大塚　邦明著 ミシマ社 2014 491.3 オ

脳はなにげに不公平　パテカトルの万脳薬 池谷　裕二著 朝日新聞出版 2016 491.3 イ

ウイルスは生きている（講談社現代新書　2359） 中屋敷　均著 講談社 2016 491.7 ナ

見てわかる救急・災害安心ガイド　病気、事故、地震…いざというとき役に立つ！ 山本　保博監修 池田書店 2011 492.2 ミ

高血圧　最新治療と食事（患者のための最新医学） 平田　恭信監修 高橋書店 2017 493.2 コ

キラーストレス　心と体をどう守るか（NHK出版新書　503） NHKスペシャル取材班著 NHK出版 2016 493.4 キ

関節リウマチ　「流れる」病気、関節リウマチを知る（シリーズ・骨の話　2） 伊藤　宣著 ミネルヴァ書房 2016 493.6 カ

最新ワザ！100歳までボケない手指体操 白澤　卓二監修 主婦と生活社 2016 493.7 サ

旅のことば　認知症とともによりよく生きるためのヒント 井庭　崇編著 丸善出版 2015 493.7 タ

認知症・行方不明者1万人の衝撃　失われた人生・家族の苦悩 NHK「認知症・行方不明者1万人」取材班著 幻冬舎 2015 493.7 ニ

本当にこわい！スマートフォン族の病気　早まる老い！自律神経の乱れ　頭痛・うつ病　テクノストレス症候群 浅川　雅晴著 ロングセラーズ 2016 493.7 ア

私は私になっていく　改訂新版　認知症とダンスを クリスティーン・ブライデン著 クリエイツかもがわ 2012 493.7 ブ

今からできるがんに克つ体の鍛え方　余命宣告も取り消すことができる3つのステップ 星野　泰三監修・著 青月社 2014 494.5 ホ

腎臓病のことがよくわかる本　イラスト版（健康ライブラリー） 小松　康宏監修 講談社 2016 494.9 ジ

AIDで生まれるということ　精子提供で生まれた子どもたちの声 非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ編著 萬書房 2014 495.4 エ

その白内障手術、待った！　受ける前に知っておくこと 平松　類著 時事通信出版局 2016 496.3 ヒ

老人病棟　高齢化！こうしてあなたは“殺される”。 船瀬　俊介著 興陽館 2016 498.1 フ



「おしり」を鍛えると一生歩ける！　寝たきり・腰痛・ひざ痛を防ぐ 松尾　タカシ著 池田書店 2015 498.3 マ

すべての疲労は脳が原因（集英社新書　0829） 1 梶本　修身著 集英社 2016 498.3 カ

脳の老化を99％遅らせる方法　疲れを脳にため込まない37の新習慣 奥村　歩著 幻冬舎 2016 498.3 オ

病気の9割は歩くだけで治る！　簡単、無料で医者いらず 長尾　和宏著 山と溪谷社 2015 498.3 ナ

本当は脳に悪い習慣、やっぱり脳にいい習慣 瀧　靖之著 PHP研究所 2016 498.3 タ

在宅介護の「食」に困ったら読む本　元気と幸せのために何をどう食べるか（B．B．MOOK　1324） ベースボール・マガジン社 2016 498.5 ザ

監察医が泣いた死体の再鑑定　2度は殺させない 上野　正彦著 東京書籍 2016 498.9 ウ

【技術・工学】

明日、機械がヒトになる　ルポ最新科学（講談社現代新書　2370） 海猫沢　めろん著 講談社 2016 504 ウ

井伊直虎の城　今川・武田・徳川との城取り合戦 小和田　哲男監修 小学館 2016 521.8 イ

薪ストーブ入門　暖かな火のある暮らしにようこそ（自然暮らしの本） 地球丸 2016 528.2 マ

あなたの眼鏡はここが間違っている　人生にもビジネスにも効く眼鏡の見つけ方教えます 藤　裕美著 講談社 2016 535.8 ト

三代目社長の挑戦　「してさしあげる幸せ」の実践 後藤　敬一著 高木書房 2016 537 ゴ

豊田章男が愛したテストドライバー 稲泉　連著 小学館 2016 537 イ

トヨタの強さの秘密　日本人の知らない日本最大のグローバル企業（講談社現代新書　2362） 酒井　崇男著 講談社 2016 537 サ

自動車解剖マニュアル　エンジン・ボディーから電装まで構造やしくみがよくわかる（まなびのずかん） 繁　浩太郎著 技術評論社 2015 537.1 シ

そこが知りたい電力自由化　自然エネルギーを選べるの？ 高橋　真樹著 大月書店 2016 540.9 タ

福島第二原発の奇跡　震災の危機を乗り越えた者たち 高嶋　哲夫著 PHP研究所 2016 543.5 タ

すごい家電　いちばん身近な最先端技術（ブルー・バックス　B-1948） 西田　宗千佳著 講談社 2015 545.8 ニ

深海でサンドイッチ　「しんかい6500」支援母船「よこすか」の食卓（〈私の大学〉テキスト版　6） 平井　明日菜著 こぶし書房 2015 558.3 ヒ

田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 渡邉　格著 講談社 2013 588.3 ワ

老舗の流儀　虎屋とエルメス 黒川　光博著 新潮社 2016 588.3 ク

キリンビール高知支店の奇跡　勝利の法則は現場で拾え！（講談社＋α新書　725-1C） 田村　潤著 講談社 2016 588.5 タ

大人のおしゃれDo！＆Don’t　ババア上等！余計なルールの捨て方 槙村　さとる著 集英社 2016 589.2 マ

着ていく服が見つからない　コーデ苦手女子応援コミックエッセイ（メディアファクトリーのコミックエッセイ） 曽根　愛著 KADOKAWA 2014 589.2 ソ

【家政学・生活科学】



大橋鎭子さんが教えてくれた「ていねいな暮らし」 洋泉社編集部編 洋泉社 2016 590.4 オ

それでも私が捨てられなかったもの やました　ひでこ著 イースト・プレス 2014 590.4 ヤ

荻原博子のハッピー老後　貯金ゼロでも大丈夫！ 荻原　博子著 毎日新聞出版 2016 591 オ

普通の人が、ケチケチしなくても毎年100万円貯まる59のこと 佐藤　治彦著 扶桑社 2016 591 サ

老後破産は必ず防げる　年金と老後資金を増やす裏ワザ！ 大村　大次郎著 ビジネス社 2016 591 オ

わたしにぴったりの棚づくりレシピ24（ものづくりブックス） 地球丸 2016 592.7 ワ

いちばんやさしい着物のお手入れ・お直しの基本 安田　多賀子監修 ナツメ社 2016 593.1 イ

大人の女性に似合う服　1つのパターンで作るワンピース、チュニック、ブラウス…25点 月居　良子著 宝島社 2016 593.3 ツ

型紙いらずの着物リメイク　はおりもの　ベスト・ジャケット・コート 松下　純子著 河出書房新社 2016 593.3 マ

白いシャツを一枚、縫ってみませんか？ 伊藤　まさこ著 筑摩書房 2016 593.3 イ

スタイリスト石田純子の作って着回すおしゃれ術　STYLISH　HANDMADE（文化出版局MOOKシリーズ） 石田　純子著 文化学園文化出版局 2016 593.3 イ

作って着回す60代から着たい服（レディブティックシリーズ　4168） ブティック社 2016 593.3 ツ

パターンレーベルの子供服ソーイングSTYLE　BOOK（Heart　Warming　Life　Series） 片貝　夕起著 日本ヴォーグ社 2016 593.3 カ

ハンドメイドのかんたん子ども服　90～120cm（レディブティックシリーズ　4198） 2016夏 ブティック社 2016 593.3 ハ

下田直子の手芸術　手芸がどんどん楽しくなる54のお話とつくり方のコツ 下田　直子著 筑摩書房 2016 594 シ

手作りアクセサリー　はじめてでも、かんたん。 貴和製作所監修 repicbook 2016 594 テ

クロスステッチ教室　はじめてさんにも基礎が一番よくわかる！（Asahi　Original　706） オノエ　メグミ著 アップルミンツ 2016 594.2 オ

かかとモチーフから編むだれでもかんたん！カラフルくつ下 松本　恵衣子著 河出書房新社 2016 594.3 マ

かぎ針で編むハロウィン＆クリスマスパターンベストセレクション（Asahi　Original　674） アップルミンツ 2016 594.3 カ

かぎ針編みのスリッパ＆サンダル　1年中使いたい手編みの履きもの エクスナレッジ 2016 594.3 カ

かぎ針編みの雪モチーフ　プロセス解説でわかりやすい（レディブティックシリーズ　4320） ケイトリン・セイニオ著 ブティック社 2017 594.3 セ

楽しい編み地のえりまき　Stole・Muffler・Neck　warmer・Collar（Let’s　knit　series） 日本ヴォーグ社 2016 594.3 タ

ハンドメイド・クロッシェ　Ha‐Naが贈る、かぎ針編みのアイディア手帖 Ha‐Na著 文化学園文化出版局 2016 594.3 ハ

まいにちのこどもニット　90～140cmのウエアとかわいい小物（Let’s　knit　series） 日本ヴォーグ社 2016 594.3 マ

愛らしい加賀のゆびぬき　糸を組み合わせてお気に入りをいくつでも 寺島　綾子著 日本文芸社 2017 594.5 テ

帆布で作るバッグと小物　家庭用ミシンで作るベーシックなアイテム21 日本ヴォーグ社 2016 594.7 ハ



鉱物キャンドルのつくりかた　可愛い結晶をつくる、個性的なろうそくレシピ 福間　乃梨子著 日東書院本社 2016 594.9 フ

朝作って、夜仕上げる段取りごはん（天然生活ブックス） 地球丸 2016 596 ア

奥薗流新ごはんの基本！　決定版 奥薗　壽子著 世界文化社 2016 596 オ

男めし入門　60からの手習い（講談社のお料理BOOK） 加藤　和子著 講談社 2016 596 カ

今日も食べたいごはん 飯島　奈美著 ぴあ 2016 596 イ

「切り方」ひとつでいつもの料理がもっとおいしくなるレシピ（ESSEの本） 小田　真規子著 扶桑社 2016 596 オ

食べる私 平松　洋子著 文藝春秋 2016 596 ヒ

作っておけるごはん　温めて食べてね！お留守番家族がよろこぶひと皿レシピ ワタナベ　マキ著 学研プラス 2016 596 ワ

浜内千波の炊飯ジャーでおかず革命　材料を入れて保温スイッチを押すだけ！ 浜内　千波著 双葉社 2016 596 ハ

僕が食べたい和そうざい　作りやすくて、飽きない味 笠原　将弘著 主婦の友社 2016 596 カ

レバ刺しの丸かじり（丸かじりシリーズ　35） 東海林　さだお著 朝日新聞出版 2012 596 シ

作って見て食べて楽しいデコ巻きずし　はじめてでもわかりやすいプロセス写真解説つき 飾　巻子著 ブティック社 2017 596.2 カ

おいしい自家製おつけもの フルタニ　マサエ著 日東書院本社 2016 596.3 フ

カラダよろこぶオイルおにぎり　みんな大好きおにぎりで、体をキレイに。（タツミムック） 神田　依理子著 辰巳出版 2016 596.3 カ

草と暮らす　こころと体を調える雑草レシピ かわしま　ようこ著 誠文堂新光社 2016 596.3 カ

子どもがよろこぶ野菜のおかずスープ　わが家で手作りシンプル＆あんしんレシピ47 島田　まき著 世界文化社 2016 596.3 シ

サラダの本。（プレジデントムック） プレジデント社 2016 596.3 サ

ぬか漬けの基本　はじめる、続ける。 山田　奈美著 グラフィック社 2016 596.3 ヤ

寒天を使って、サクサクおいしい！米粉のクッキーとタルト 伊藤　ミホ著 世界文化社 2016 596.6 イ

簡単もちふわドデカパン　ただ材料を混ぜるだけ、発酵は冷蔵庫におまかせ！ 吉永　麻衣子著 新潮社 2016 596.6 ヨ

混ぜて焼くだけ19時からの満足焼き菓子　人気店の味を簡単にアレンジ 吉野　陽美著 講談社 2017 596.6 ヨ

マリエレーヌのアイスクリームとシャーベット マリエレーヌ・ポワンソ著 文化学園文化出版局 2016 596.6 ポ

大丈夫やで　ばあちゃん助産師の産後と育児のはなし 2 坂本　フジヱ著 産業編集センター 2013 598.2 サ

こんなにちがう！世界の子育て メイリン・ホプグッド著 中央公論新社 2014 599 ホ

【産業】農業・林業・水産業・商業・運輸・通信

「スーパー新幹線」が日本を救う（文春新書　1077） 藤井　聡著 文藝春秋 2016 601.1 フ



みんなが知らない超優良企業　新しいニッポンの業界地図（講談社＋α新書　728-1C） 田宮　寛之著 講談社 2016 602.1 タ

TPPと食料安保　韓米FTAから考える 中村　靖彦著 岩波書店 2014 612.2 ナ

果樹の上手な育て方大事典　保存版　1240点の写真と340点のイラストで解説！ 小林　幹夫監修 成美堂出版 2016 625 カ

奇跡のみかん農園　けっして妥協しない零細農家のすごい仕事の話 谷井　康人著 SBクリエイティブ 2016 625.3 タ

最新おいしい野菜100種のじょうずな育て方　無農薬で安心、安全！（主婦の友生活シリーズ） 主婦の友社 2016 626.9 サ

柿づくし　柿渋、干し柿、柿酢、柿ジャム、紅葉保存 浜崎　貞弘著 農山漁村文化協会 2016 628 ハ

小さくても素敵な花壇づくり　広い庭がなくても大丈夫！ 天野　麻里絵著 講談社 2016 629.7 ア

犬連れ宿完全ガイド　犬も飼い主も満たされる、極上ステイガイドの決定版！（エイムック　3462） 2016-2017 〓出版社 2016 645.6 イ

ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには（なるにはBOOKS　91） 井上　こみち著 ぺりかん社 2016 645.6 イ

どうぶつと獣医さんの本当にあった笑える物語　思わずビックリ！ 北澤　功原案 アスコム 2016 649 キ

山のきもち　森林業が「ほっとする社会」をつくる 山本　悟著 東京農業大学出版会 2016 652.1 ヤ

山と河が僕の仕事場　頼りない職業猟師＋西洋毛鉤釣り職人ができるまでとこれから 1 牧　浩之著 フライの雑誌社 2015 659 マ

「英語で案内」ができる本　もう困らない！どんなときも！ リサ・ヴォート著 大和書房 2017 673.3 ヴ

休みをとってでも行きたい問屋街さんぽ 古谷　充子イラストレーション G．B． 2016 673.5 フ

ニトリ成功の5原則 似鳥　昭雄著 朝日新聞出版 2016 673.7 ニ

ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由 小林　せかい著 太田出版 2016 673.9 コ

選ばれ続ける必然　誰でもできる「ブランディング」のはじめ方（講談社＋α新書　740-1C） 佐藤　圭一著 講談社 2016 675 サ

徹底ガイド！北海道新幹線まるわかりBOOK　北海道・北東北の鉄道も一挙紹介！ マイナビ出版 2016 686.2 テ

子どもといく東京ディズニーリゾートナビガイド（Disney　in　Pocket） 2017-2018 講談社 2016 689.3 コ

大人のためのスマホのトリセツ。（e‐MOOK） 2017-2018 宝島社 2017 694.6 オ

【芸術・美術】

若冲への招待 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 2016 721.4 ジ

浮世絵の女たち 鈴木　由紀子著 幻冬舎 2016 721.8 ス

怖い浮世絵 日野原　健司編著 青幻舎 2016 721.8 コ

人生は一本の線 篠田　桃紅著 幻冬舎 2016 721.9 シ

日本名城画集成　知られざる城郭画家が描いた美しい復元鳥瞰図 荻原　一青画 小学館 2016 721.9 オ



新怖い絵 中野　京子著 KADOKAWA 2016 723 ナ

鳥を描く　水墨画年賀状（水墨画塾） 水墨画塾編集部編 誠文堂新光社 2016 724.1 ト

サザエさんからいじわるばあさんへ　女・子どもの生活史（朝日文庫　ひ26-1） 樋口　恵子著 朝日新聞出版 2016 726.1 ヒ

昼のセント酒 久住　昌之原案 幻冬舎 2016 726.1 ウ

屋根うらの絵本かき　ちばてつや自伝 ちば　てつや著 新日本出版社 2016 726.1 チ

よりぬきマスオさん　サザエさん 長谷川　町子著 朝日新聞出版 2016 726.1 ハ

よりぬき波平さん　サザエさん 長谷川　町子著 朝日新聞出版 2016 726.1 ハ

とても温かでとてもせつないきみの絵本 ジュヌヴィエーヴ・カスターマン原作 千倉書房 2016 726.5 カ

ねないこはわたし せな　けいこ作・絵 文藝春秋 2016 726.5 セ

タイポさんぽ改　路上の文字観察 藤本　健太郎著 誠文堂新光社 2016 727.8 フ

とり年のゆる文字年賀状　筆ペンで書く 宇田川　一美著 誠文堂新光社 2016 728 ウ

ひとりじゃなかよ 西本　喜美子著 飛鳥新社 2016 748 ニ

ヒマラヤに捧ぐ 野口　健写真・文 集英社インターナショナル 2016 748 ノ

森と木とスプーン　木製スプーンをこしらえるレシピ ジョシュア・ヴォーゲル著 クロニクルブックス・ジャパン 2016 754 ヴ

江戸の遊び切り紙　切り絵から立体透かし細工まで粋なかたちが満載 パピエ舎著 誠文堂新光社 2016 754.9 エ

おりがみのはこどうぶつ　みんなで、つくろう！ 木村　良寿著 日本ヴォーグ社 2017 754.9 キ

かんたんおしゃれな実用雑貨折り紙（レディブティックシリーズ　4255） 折居　和美監修 ブティック社 2016 754.9 カ

切り紙でつくる花のくす玉　切ったパーツを貼り合わせてかんたんにできる 大原　まゆみ著 誠文堂新光社 2016 754.9 オ

手のひらサイズのちいさな立体カード（レディブティックシリーズ　4269） 鈴木　孝美著 ブティック社 2016 754.9 ス

ペーパーナプキンで楽しむ素敵なアレンジ雑貨＆ギフト小物　簡単デコパージュLESSON ジャパンアートペーパー監修 メイツ出版 2016 754.9 ペ

水に強い折り紙　使える！遊べる！飾れる！ 寺西　恵里子著 日東書院本社 2016 754.9 テ

立体切り絵作家SouMaの初めてでもできる立体切り絵 SouMa著 産業編集センター 2016 754.9 ソ

モーツァルト最後の四年　栄光への門出 クリストフ・ヴォルフ著 春秋社 2015 762.3 ヴ

たのしいこどものうた600選　全曲楽譜付 2016 自由現代社編集部編著 自由現代社（発売） 2016 767.7 タ

『イムジン河』物語　“封印された歌”の真実 喜多　由浩著 アルファベータブックス 2016 767.8 キ

上を向いて歩こう　奇跡の歌をめぐるノンフィクション（小学館文庫　さ24-1） 佐藤　剛著 小学館 2015 767.8 サ



永六輔の伝言　僕が愛した「芸と反骨」（集英社新書　0845） 永　六輔著 集英社 2016 770.4 エ

情と笑いの仕事論　吉本興業会長の山あり谷あり半生記 吉野　伊佐男著 ヨシモトブックス 2014 770.6 ヨ

人生の終いじたく　まさかの、延長戦！？ 中村　メイコ著 青春出版社 2017 772.1 ナ

蜷川幸雄の仕事（とんぼの本） 蜷川　幸雄ほか著 新潮社 2015 772.1 ニ

歌舞伎に行こう！　手とり足とり、初めから 船曳　建夫著 海竜社 2017 774 フ

少年時代 高倉　健著 集英社 2016 778.2 タ

寅さんの向こうに　渥美清没後20年（週刊朝日MOOK） 小泉　信一監修 朝日新聞出版 2016 778.2 ト

原節子の真実 石井　妙子著 新潮社 2016 778.2 イ

ビンボー魂　おばあちゃんが遺してくれた生き抜く力 風間　トオル著 中央公論新社 2016 778.2 カ

雪国の幻灯会へようこそ　映画「風の波紋」の物語 小林　茂著 岩波書店 2016 778.2 コ

「おそ松さん」公式考察本おそダス 「おそ松さん」研究所シェー英社支部編 集英社 2016 778.7 オ

真田丸（NHK大河ドラマ・ストーリー） 完結編 NHK出版 2016 778.8 サ

真田丸（NHK大河ドラマ・ストーリー） 後編 NHK出版 2016 778.8 サ

とと姉ちゃん　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part1 西田　征史作 NHK出版 2016 778.8 ト

とと姉ちゃん　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part2 西田　征史作 NHK出版 2016 778.8 ト

べっぴんさん　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part1 渡辺　千穂作 NHK出版 2016 778.8 ベ

べっぴんさん　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part2 渡辺　千穂作 NHK出版 2017 778.8 ベ

高田文夫の大衆芸能図鑑 高田　文夫著 小学館 2016 779 タ

江戸落語図鑑　落語国のいとなみ 1 飯田　泰子著 芙蓉書房出版 2016 779.1 イ

欽ちゃんの、ボクはボケない大学生。　73歳からの挑戦 萩本　欽一著 文藝春秋 2016 779.9 ハ

ゲバゲバ人生　わが黄金の瞬間（講談社＋α文庫　D83-1） 大橋　巨泉著 講談社 2016 779.9 オ

【スポーツ・体育】

東京オリンピック　「問題」の核心は何か（集英社新書　0846） 小川　勝著 集英社 2016 780.6 オ

力を引き出す　「ゆとり世代」の伸ばし方（講談社＋α新書　750-1C） 原　晋著 講談社 2016 782.3 ハ

「走る」ための食べ方　新訂版　マラソン快走のための実践栄養学 村野　あずさ著 実務教育出版 2016 782.3 ム

神は背番号に宿る 佐々木　健一著 新潮社 2017 783.7 サ



師弟 野村　克也著 講談社 2016 783.7 ノ

東大と野球部と私　勝つために大切なことは何か 桑田　真澄著 祥伝社 2016 783.7 ク

弱くても勝てます　開成高校野球部のセオリー 高橋　秀実著 新潮社 2012 783.7 タ

一日一日、強くなる　伊調馨の「壁を乗り越える」言葉（講談社＋α新書　742-1C） 伊調　馨著 講談社 2016 788.2 イ

【諸芸・娯楽】

不屈の棋士（講談社現代新書　2378） 大川　慎太郎著 講談社 2016 796 オ

藤田浩子のあやとりでおはなし（ひもさえあればいつでも・どこでも楽しめる　1） 藤田　浩子編著 一声社 2017 798 フ

【言語】

挨拶のバカ力！　1週間であなたは伝説になる 金原亭　世之介著 三五館 2016 809.4 キ

会話力があがる大人のはきはき滑舌上達ドリル　1日3分言葉の体操で口元・表情・脳を活性化（コツがわかる本） 花形　一実著 メイツ出版 2017 809.4 ハ

話し方を変えると「いいこと」がいっぱい起こる！　イラスト版 植西　聰著 三笠書房 20156 809.4 ウ

LINEで子どもがバカになる　「日本語」大崩壊（講談社＋α新書　726-1A） 矢野　耕平著 講談社 2016 810.4 ヤ

広辞苑　第6版 新村　出編 岩波書店 2009 813.1 コ

それっ！日本語で言えばいいのに！！　あなたはこんな風に思っていませんか？ カタカナ語研究会議監修 秀和システム 2016 814.7 ソ

みちこさん英語をやりなおす　am・is・areでつまずいたあなたへ 益田　ミリ著 ミシマ社 2014 830.4 マ

脳が勝手に記憶するユダヤ式英語勉強法 加藤　直志著 サンマーク出版 2016 830.7 カ

海外旅行ひとこと英会話タブー編言ってはいけないフレーズ333　誤解・トラブル・パニック解消！ 藤田　英時著 主婦の友インフォス 2016 837.8 フ

【日本文学】

いくつになっても　陽だまりの家 渡辺　淳一著 講談社 2014 910 ワ

いつもおまえが傍にいた 今井　絵美子著 祥伝社 2016 910 イ

強父論 阿川　佐和子著 文藝春秋 2016 910 ア

ひみつの王国　評伝石井桃子 尾崎　真理子著 新潮社 2014 910 オ

夜を乗り越える（小学館よしもと新書　501） 又吉　直樹著 小学館 2016 910 マ

イナカ川柳　農作業しなくてよいはウソだった TV　Bros．編集部編 文藝春秋 2016 911 イ

春夏秋冬雑談の達人 堀本　裕樹著 プレジデント社 2016 911 ホ

天皇皇后両陛下慰霊と祈りの御製と御歌 割田　剛雄著 海竜社 2015 911 ワ



I　love　letter あさの　あつこ著 文藝春秋 2016 913 ア

愛の宿 花房　観音著 文藝春秋 2016 913 ハ

相も変わらずきりきり舞い（光文社文庫　も16-3） 諸田　玲子著 光文社 2016 B 913 モ

青と白と 穂高　明著 中央公論新社 2016 913 ホ

葵の月 梶　よう子著 KADOKAWA 2016 913 カ

あおぞら町　春子さんの冒険と推理 柴田　よしき著 原書房 2016 913 シ

あおなり道場始末 葉室　麟著 双葉社 2016 913 ハ

赤へ 井上　荒野著 祥伝社 2016 913 イ

アカガミ 窪　美澄著 河出書房新社 2016 913 ク

明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子著 新潮社 2016 913 サ

赤い刻印 長岡　弘樹著 双葉社 2016 913 ナ

あしたの朝子 山口　恵以子著 実業之日本社 2015 913 ヤ

あしたの君へ 柚月　裕子著 文藝春秋 2016 913 ユ

明日の食卓 椰月　美智子著 KADOKAWA 2016 913 ヤ

アップルソング 小手鞠　るい著 ポプラ社 2014 913 コ

あなたのいない記憶 辻堂　ゆめ著 宝島社 2016 913 ツ

あなたへの歌 楊　逸著 中央公論新社 2014 913 ヤ

あの男の正体（ハラワタ） 牛島　信著 日経BP社 2014 913 ウ

雨利終活写真館 芦沢　央著 小学館 2016 913 ア

荒仏師運慶 梓澤　要著 新潮社 2016 913 ア

アレグロ・ラガッツァ あさの　あつこ著 朝日新聞出版 2016 913 ア

アンマーとぼくら 有川　浩著 講談社 2016 913 ア

暗幕のゲルニカ 原田　マハ著 新潮社 2016 913 ハ

イアリー　見えない顔 前川　裕著 KADOKAWA 2016 913 マ

家康、江戸を建てる 門井　慶喜著 祥伝社 2016 913 カ

家康　自立篇 1 安部　龍太郎著 幻冬舎 2016 913 ア



居酒屋ぼったくり 5 秋川　滝美著 アルファポリス 2016 913 ア

居酒屋ぼったくり 6 秋川　滝美著 アルファポリス 2016 913 ア

いちばん悲しい まさき　としか著 光文社 2017 913 マ

五つ星をつけてよ 奥田　亜希子著 新潮社 2016 913 オ

偽りのシスター（幻冬舎文庫　よ-27-1） 横関　大著 幻冬舎 2016 913 ヨ

一瞬の風になれ　イチニツイテ（講談社文庫　さ97-1） 第1部 佐藤　多佳子著 講談社 2009 913 サ

一瞬の風になれ　ヨウイ（講談社文庫　さ97-2） 第2部 佐藤　多佳子著 講談社 2009 913 サ

一瞬の風になれ　ドン（講談社文庫　さ97-3） 第3部 佐藤　多佳子著 講談社 2009 913 サ

一瞬の雲の切れ間に 砂田　麻美著 ポプラ社 2016 913 ス

愛しの座敷わらし 荻原　浩著 朝日新聞出版 2008 913 オ

イニシエーション・ラブ　特別限定版（ミステリー・リーグ） 乾　くるみ著 原書房 2015 913 イ

イノセント 島本　理生著 集英社 2016 913 シ

いまさら翼といわれても（〈古典部〉シリーズ　6） 米澤　穂信著 KADOKAWA 2016 913 ヨ

ヴァラエティ 奥田　英朗著 講談社 2016 913 オ

失われた地図 恩田　陸著 KADOKAWA 2017 913 オ

歌川国芳猫づくし（文春文庫　か46-32） 風野　真知雄著 文藝春秋 2016 913 カ

うたかたの恋（朝日文庫　こ34-2） 小杉　健治著 朝日新聞出版 2016 B 913 コ

うちのご近所さん 群　ようこ著 KADOKAWA 2016 913 ム

うつけ者の値打ち　長編時代小説書下ろし（祥伝社文庫　つ5-17） 辻堂　魁著 祥伝社 2016 913 ツ

海の見える理髪店 荻原　浩著 集英社 2016 913 オ

うめ婆行状記 宇江佐　真理著 朝日新聞出版 2016 913 ウ

瓜子姫の艶文 坂東　眞砂子著 中央公論新社 2014 913 バ

エースナンバー（集英社オレンジ文庫　す1-2） 須賀　しのぶ著 集英社 2016 913 ス

江戸を造った男 伊東　潤著 朝日新聞出版 2016 913 イ

江戸おんな絵姿十二景 藤沢　周平著 文藝春秋 2016 913 フ

江戸あわび（ハルキ文庫　わ1-37） 和田　はつ子著 角川春樹事務所 2016 B 913 ワ



江ノ島西浦写真館 三上　延著 光文社 2015 913 ミ

選ばれし壊れ屋たち 鹿島田　真希著 文藝春秋 2016 913 カ

冤罪凶状（幻冬舎時代小説文庫　さ-5-38） 澤田　ふじ子著 幻冬舎 2016 B 913 サ

縁は異なもの（麹町常楽庵月並の記　2） 松井　今朝子著 文藝春秋 2016 913 マ

桜風堂ものがたり 村山　早紀著 PHP研究所 2016 913 ム

おおあたり（「しゃばけ」シリーズ　15） 畠中　恵著 新潮社 2016 913 ハ

大雪物語 藤田　宜永著 講談社 2016 913 フ

オサキと江戸のおまんじゅう（宝島社文庫　Cた-5-8） 高橋　由太著 宝島社 2016 B 913 タ

おしどりの契り（ハルキ文庫　し11-4） 篠　綾子著 角川春樹事務所 2017 B 913 シ

躍る六悪人 竹内　清人著 ポプラ社 2017 913 タ

おね 下 田渕　久美子著 NHK出版 2016 913 タ

おね 上 田渕　久美子著 NHK出版 2016 913 タ

おんなの城 安部　龍太郎著 文藝春秋 2016 913 ア

おんな城主直虎 1 森下　佳子作 NHK出版 2016 913 ト

恩讐の鎮魂曲（レクイエム） 中山　七里著 講談社 2016 913 ナ

回帰（警視庁強行犯係・樋口顕） 今野　敏著 幻冬舎 2017 913 コ

解決人 両角　長彦著 光文社 2017 913 モ

カエルの楽園 百田　尚樹著 新潮社 2016 913 ヒ

かがやき荘アラサー探偵局 東川　篤哉著 新潮社 2016 913 ヒ

鏡の花 道尾　秀介著 集英社 2013 913 ミ

崖っぷち町役場（祥伝社文庫　か30-1） 川崎　草志著 祥伝社 2016 913 カ

風花帖 葉室　麟著 朝日新聞出版 2014 913 ハ

家族のシナリオ 小野寺　史宜著 祥伝社 2016 913 オ

彼女に関する十二章 中島　京子著 中央公論新社 2016 913 ナ

彼女がエスパーだったころ 宮内　悠介著 講談社 2016 913 ミ

かまさん　榎本武揚と箱館共和国（祥伝社文庫　か29-1） 門井　慶喜著 祥伝社 2016 B 913 カ



神の値段 一色　さゆり著 宝島社 2016 913 イ

神様の裏の顔 藤崎　翔著 KADOKAWA 2014 913 フ

紙の城 本城　雅人著 講談社 2016 913 ホ

神の子（光文社文庫　や34-2） 下 薬丸　岳著 光文社 2016 B 913 ヤ

神の子（光文社文庫　や34-1） 上 薬丸　岳著 光文社 2016 B 913 ヤ

神かくし（ハルキ文庫　わ1-36） 和田　はつ子著 角川春樹事務所 2016 B 913 ワ

烏は主を選ばない（八咫烏シリーズ　2） 阿部　智里著 文藝春秋 2013 913 ア

硝子の太陽Rouge（姫川玲子シリーズ） 誉田　哲也著 光文社 2016 913 ホ

硝子の太陽Noir 誉田　哲也著 中央公論新社 2016 913 ホ

狩りの時代 津島　佑子著 文藝春秋 2016 913 ツ

狩人の悪夢（火村シリーズ） 有栖川　有栖著 KADOKAWA 2017 913 ア

火竜の山　南アルプス山岳救助隊K-9 樋口　明雄著 新潮社 2016 913 ヒ

彼が通る不思議なコースを私も 白石　一文著 集英社 2014 913 シ

かんかん橋の向こう側 あさの　あつこ著 KADOKAWA 2016 913 ア

がん消滅の罠　完全寛解の謎 岩木　一麻著 宝島社 2017 913 イ

神奈備 馳　星周著 集英社 2016 913 ハ

完璧な母親 まさき　としか著 幻冬舎 2013 913 マ

記憶の渚にて 白石　一文著 KADOKAWA 2016 913 シ

帰郷 浅田　次郎著 集英社 2016 913 ア

危険なビーナス 東野　圭吾著 講談社 2016 913 ヒ

騎士団長殺し　顕れるイデア編 第1部 村上　春樹著 新潮社 2017 913 ム

騎士団長殺し　遷ろうメタファー編 第2部 村上　春樹著 新潮社 2017 913 ム

稀代の本屋　蔦屋重三郎 増田　晶文著 草思社 2016 913 マ

昨日みた夢　口入れ屋おふく（角川文庫　時-う18-6） 宇江佐　真理著 KADOKAWA 2016 B 913 ウ

希望荘（杉村三郎シリーズ） 宮部　みゆき著 小学館 2016 913 ミ

擬宝珠のある橋（髪結い伊三次捕物余話　15） 宇江佐　真理著 文藝春秋 2016 913 ウ



気まぐれ食堂　神様がくれた休日 有間　カオル著 東京創元社 2016 913 ア

君にさよならを言わない（宝島社文庫　Cな-10-2） 1 七月　隆文著 宝島社 2015 913 ナ

君にさよならを言わない（宝島社文庫　Cな-10-3） 2 七月　隆文著 宝島社 2016 913 ナ

給食のおにいさん（幻冬舎文庫　え-9-1） 遠藤　彩見著 幻冬舎 2013 913 エ

給食のおにいさん（幻冬舎文庫　え-9-5） 浪人 遠藤　彩見著 幻冬舎 2016 913 エ

求愛 瀬戸内　寂聴著 集英社 2016 913 セ

QJKJQ 佐藤　究著 講談社 2016 913 サ

九十三歳の関ケ原　弓大将大島光義 近衛　龍春著 新潮社 2016 913 コ

侠客（徳間文庫　か2-81） 1 門田　泰明著 徳間書店 2017 B 913 カ

去就（隠蔽捜査　6） 今野　敏著 新潮社 2016 913 コ

共犯捜査（集英社文庫　と23-8） 堂場　瞬一著 集英社 2016 913 ド

燦　風の刃（文春文庫　あ43-5） 1 あさの　あつこ著 文藝春秋 2011 913 ア

燦　光の刃（文春文庫　あ43-6） 2 あさの　あつこ著 文藝春秋 2011 913 ア

燦　土の刃（文春文庫　あ43-8） 3 あさの　あつこ著 文藝春秋 2012 913 ア

燦　炎の刃（文春文庫　あ43-11） 4 あさの　あつこ著 文藝春秋 2013 913 ア

燦　氷の刃（文春文庫　あ43-14） 5 あさの　あつこ著 文藝春秋 2014 913 ア

燦　花の刃（文春文庫　あ43-15） 6 あさの　あつこ著 文藝春秋 2015 913 ア

燦　天の刃（文春文庫　あ43-17） 7 あさの　あつこ著 文藝春秋 2016 913 ア

燦　鷹の刃（文春文庫　あ43-18） 8 あさの　あつこ著 文藝春秋 2016 913 ア

黄金（きん）の烏（八咫烏シリーズ　3） 阿部　智里著 文藝春秋 2014 913 ア

金曜日の本屋さん（ハルキ文庫　な17-1） 1 名取　佐和子著 角川春樹事務所 2016 913 ナ

銀の猫 朝井　まかて著 文藝春秋 2017 913 ア

愚行録（創元推理文庫　Mぬ1-3） 貫井　徳郎著 東京創元社 2009 B 913 ヌ

草花たちの静かな誓い 宮本　輝著 集英社 2016 913 ミ

くせものの譜 簑輪　諒著 学研プラス 2016 913 ミ

国盗り慕情　若さま大転身（徳間文庫　く22-7） 倉阪　鬼一郎著 徳間書店 2016 B 913 ク



雲は湧き、光あふれて（集英社オレンジ文庫　す1-1） 須賀　しのぶ著 集英社 2015 B 913 ス

眩（くらら） 朝井　まかて著 新潮社 2016 913 ア

クラウドガール 金原　ひとみ著 朝日新聞出版 2017 913 カ

クローバーナイト 辻村　深月著 光文社 2016 913 ツ

クロコダイル路地 1 皆川　博子著 講談社 2016 913 ミ

クロコダイル路地 2 皆川　博子著 講談社 2016 913 ミ

黒面の狐 三津田　信三著 文藝春秋 2016 913 ミ

継続捜査ゼミ 今野　敏著 講談社 2016 913 コ

幻庵 下 百田　尚樹著 文藝春秋 2016 913 ヒ

幻庵 上 百田　尚樹著 文藝春秋 2016 913 ヒ

幻影の手術室（新潮文庫nex　ち-7-32） 知念　実希人著 新潮社 2016 913 チ

恋のゴンドラ 東野　圭吾著 実業之日本社 2016 913 ヒ

恋するハンバーグ　佃はじめ食堂 山口　恵以子著 角川春樹事務所 2016 913 ヤ

光炎の人 下 木内　昇著 KADOKAWA 2016 913 キ

光炎の人 上 木内　昇著 KADOKAWA 2016 913 キ

光芒（幻冬舎文庫　や-36-1） 矢月　秀作著 幻冬舎 2016 913 ヤ

声なき蝉　空也十番勝負　青春篇（双葉文庫　さ19-60） 下 佐伯　泰英著 双葉社 2017 B 913 サ

声なき蝉　空也十番勝負　青春篇（双葉文庫　さ19-59） 上 佐伯　泰英著 双葉社 2017 B 913 サ

氷の轍 桜木　紫乃著 小学館 2016 913 サ

珈琲店タレーランの事件簿　この鴛鴦茶がおいしくなりますように（宝島社文庫　Cお-2-5） 5 岡崎　琢磨著 宝島社 2016 B 913 オ

コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和著 サンマーク出版 2015 913 カ

コーヒーにドーナツ盤、黒いニットのタイ。　1960-1973 片岡　義男著 光文社 2016 913 カ

国士舘物語 栗山　圭介著 講談社 2016 913 ク

秋萩の散る 澤田　瞳子著 徳間書店 2016 913 サ

こちら弁天通りラッキーロード商店街（光文社文庫　い46-5） 五十嵐　貴久著 光文社 2016 B 913 イ

こちらあみ子 今村　夏子著 筑摩書房 2011 913 イ



国家とハイエナ 黒木　亮著 幻冬舎 2016 913 ク

琴電殺人事件 西村　京太郎著 新潮社 2017 913 ニ

孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと 瀧森　古都著 SBクリエイティブ 2016 913 タ

『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろしBOOK vol．14 『このミステリーがすごい！』編集部編 宝島社 2016 913 コ

辛夷の花 葉室　麟著 徳間書店 2016 913 ハ

五弁の秋花（みとや・お瑛仕入帖　2） 梶　よう子著 新潮社 2016 913 カ

御用船捕物帖（朝日文庫　こ34-1） 小杉　健治著 朝日新聞出版 2016 B 913 コ

こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川　拓司著 小学館 2013 913 イ

コンビニ人間 村田　沙耶香著 文藝春秋 2016 913 ム

サーベル警視庁 今野　敏著 角川春樹事務所 2016 913 コ

サーモン・キャッチャーthe　Novel 道尾　秀介著 光文社 2016 913 ミ

最後の医者は桜を見上げて君を想う（TO文庫　に1-5） 二宮　敦人著 TOブックス 2016 B 913 ニ

最悪の将軍 朝井　まかて著 集英社 2016 913 ア

サイレンス 秋吉　理香子著 文藝春秋 2017 913 ア

砂丘の蛙 柴田　哲孝著 光文社 2016 913 シ

咲ク・ララ・ファミリア 越智　月子著 幻冬舎 2016 913 オ

桜奉行　幕末奈良を再生した男・川路聖謨 出久根　達郎著 養徳社 2016 913 デ

桜坂は罪をかかえる（KZ’Deep　File） 藤本　ひとみ著 講談社 2016 913 フ

殺人出産 村田　沙耶香著 講談社 2014 913 ム

作家刑事毒島 中山　七里著 幻冬舎 2016 913 ナ

サッド・フィッシュ（宝島社文庫　Cさ-5-7） 佐藤　青南著 宝島社 2016 913 サ

寂しい丘で狩りをする 辻原　登著 講談社 2014 913 ツ

サブマリン 伊坂　幸太郎著 講談社 2016 913 イ

サマーキャンプ　潜入捜査官・高階紗香の慟哭 新宮　広明著 幻冬舎 2016 913 シ

侍の本分 佐藤　雅美著 KADOKAWA 2016 913 サ

猿の見る夢 桐野　夏生著 講談社 2016 913 キ



サロメ 原田　マハ著 文藝春秋 2017 913 ハ

三人の悪党（光文社文庫） 浅田　次郎著 光文社 1999 913 ア

三途の川で落しもの（幻冬舎文庫　さ-40-1） 西條　奈加著 幻冬舎 2016 B 913 サ

三の隣は五号室 長嶋　有著 中央公論新社 2016 913 ナ

三国志　桃園の巻（名作小説） 1 吉川　英治著 1万年堂出版 2016 913 ヨ

三国志　群星の巻（名作小説） 2 吉川　英治著 1万年堂出版 2016 913 ヨ

三国志　草莽の巻（名作小説） 3 吉川　英治著 1万年堂出版 2016 913 ヨ

三鬼　三島屋変調百物語四之続（三島屋変調百物語　4） 宮部　みゆき著 日本経済新聞出版社 2016 913 ミ

幸福なハダカ 森　美樹著 新潮社 2016 913 モ

慈雨 柚月　裕子著 集英社 2016 913 ユ

死仮面 折原　一著 文藝春秋 2016 913 オ

四月になれば彼女は 川村　元気著 文藝春秋 2016 913 カ

自首（検事・沢木正夫　5） 小杉　健治著 双葉社 2016 913 コ

静かな雨 宮下　奈都著 文藝春秋 2016 913 ミ

静かな炎天（文春文庫　わ10-4） 若竹　七海著 文藝春秋 2016 913 ワ

自薦THEどんでん返し（双葉文庫　あ-39-02） 1 綾辻　行人著 双葉社 201 B 913 ジ

自薦THEどんでん返し（双葉文庫　あ-39-03） 2 乾　くるみ著 双葉社 2017 B 913 ジ

七四 神家　正成著 宝島社 2016 913 カ

漆黒の象 海野　碧著 光文社 2016 913 ウ

失踪者 下村　敦史著 講談社 2016 913 シ

ジニのパズル 崔　実著 講談社 2016 913 チ

死神の浮力 伊坂　幸太郎著 文藝春秋 2013 913 イ

治部の礎 吉川　永青著 講談社 2016 913 ヨ

ジャッジメント 小林　由香著 双葉社 2016 913 コ

ジャッカ・ドフニ　海の記憶の物語 津島　佑子著 集英社 2016 913 ツ

しゃらくせえ　鼠小僧伝 谷津　矢車著 幻冬舎 2016 913 ヤ



受難 帚木　蓬生著 KADOKAWA 2016 913 ハ

ショートショート診療所 田丸　雅智著 キノブックス 2016 913 タ

自由学校（ちくま文庫　し39-6） 獅子　文六著 筑摩書房 2016 913 シ

秋霜 葉室　麟著 祥伝社 2016 913 ハ

十二人の死にたい子どもたち 冲方　丁著 文藝春秋 2016 913 ウ

珠玉の短編 山田　詠美著 講談社 2016 913 ヤ

呪詛の文　文庫書下ろし／長編時代小説（光文社文庫　う16-24） 上田　秀人著 光文社 2017 B 913 ウ

出世侍　出る杭は打たれ強い（幻冬舎時代小説文庫　ち-9-2） 2 千野　隆司著 幻冬舎 2015 913 チ

純情必死剣からたけ割り 池永　陽著 双葉社 2016 913 イ

書店員の恋（ハルキ文庫　う8-2） 梅田　みか著 角川春樹事務所 2016 913 ウ

少女は花の肌をむく 朝比奈　あすか著 中央公論新社 2016 913 ア

小説の家 柴崎　友香著 新潮社 2016 913 シ

小説君の名は。（角川文庫　し57-3） 新海　誠著 KADOKAWA 2016 B 913 シ

食堂のおばちゃん 山口　恵以子著 角川春樹事務所 2015 913 ヤ

ショットバー（幻冬舎文庫　あ-19-12） 麻生　幾著 幻冬舎 2016 913 ア

市立ノアの方舟 佐藤　青南著 祥伝社 2016 913 サ

真贋 今野　敏著 双葉社 2016 913 コ

シンマイ！ 浜口　倫太郎著 講談社 2016 913 ハ

しんせかい 山下　澄人著 新潮社 2016 913 ヤ

スイーツレシピで謎解きを　推理が言えない少女と保健室の眠り姫（集英社文庫　と28-1） 友井　羊著 集英社 2016 B 913 ト

スイム！スイム！スイム！ 五十嵐　貴久著 双葉社 2016 913 イ

水軍遥かなり 加藤　廣著 文藝春秋 2014 913 カ

ずうのめ人形 澤村　伊智著 KADOKAWA 2016 913 サ

救ってみろと放課後は言う 藤石　波矢著 KADOKAWA 2016 913 フ

喧嘩（すてごろ）（シリーズ疫病神） 黒川　博行著 KADOKAWA 2016 913 ク

ストロベリーライフ 荻原　浩著 毎日新聞出版 2016 913 オ



青藍の峠　幕末疾走録 犬飼　六岐著 集英社 2016 913 イ

聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦著 朝日新聞出版 2013 913 モ

税金亡命 佐藤　弘幸著 ダイヤモンド社 2016 913 サ

生還せよ 福田　和代著 KADOKAWA 2016 913 フ

世界から猫が消えたなら 川村　元気著 マガジンハウス 2012 913 カ

ゼロの激震 安生　正著 宝島社 2016 913 ア

蠕動で渉れ、汚泥の川を 西村　賢太著 集英社 2016 913 ニ

早春賦 山口　恵以子著 幻冬舎 2015 913 ヤ

そして、星の輝く夜がくる 真山　仁著 講談社 2014 913 マ

空への助走　福蜂工業高校運動部 壁井　ユカコ著 集英社 2016 913 カ

大岩壁 笹本　稜平著 文藝春秋 2016 913 サ

高砂（祥伝社文庫　う3-4） 宇江佐　真理著 祥伝社 2016 913 ウ

竹人形殺人事件　改版　新装版（中公文庫　う10-31） 内田　康夫著 中央公論新社 2016 913 ウ

駄犬道中おかげ参り 土橋　章宏著 小学館 2016 913 ド

タスキメシ 額賀　澪著 小学館 2015 913 ヌ

たった、それだけ 宮下　奈都著 双葉社 2014 913 ミ

たてもの怪談 加門　七海著 エクスナレッジ 2016 913 カ

伊達の企て 近衛　龍春著 毎日新聞出版 2016 913 コ

ダブルマリッジ 橘　玲著 文藝春秋 2017 913 タ

玉依姫（八咫烏シリーズ　5） 阿部　智里著 文藝春秋 2016 913 ア

たまらなくグッドバイ 大津　光央著 宝島社 2016 913 オ

探偵少女アリサの事件簿　溝ノ口より愛をこめて（幻冬舎文庫　ひ-21-1） 東川　篤哉著 幻冬舎 2016 913 ヒ

探偵は女手ひとつ 深町　秋生著 光文社 2016 913 フ

探偵の鑑定（講談社文庫　ま73-7） 1 松岡　圭祐著 講談社 2016 913 マ

ちちんぷいぷい 松山　巖著 中央公論新社 2016 913 マ

「茶の湯」の密室（ミステリー・リーグ） 愛川　晶著 原書房 2016 913 ア



ちゃんちゃら（講談社文庫　あ119-2） 朝井　まかて著 講談社 2012 913 ア

注文の多い注文書 小川　洋子著 筑摩書房 2014 913 オ

長流の畔（ほとり）（流転の海　第8部） 宮本　輝著 新潮社 2016 913 ミ

津軽双花 葉室　麟著 講談社 2016 913 ハ

付添い屋・六平太　書き下ろし長編時代小説　鳳凰の巻　強つく女（小学館文庫　か35-7） 7 金子　成人著 小学館 2016 913 カ

付添い屋・六平太　書き下ろし長編時代小説　麒麟の巻　評判娘（小学館文庫　か35-8） 8 金子　成人著 小学館 2016 913 カ

土の記 下 高村　薫著 新潮社 2016 913 タ

土の記 上 高村　薫著 新潮社 2016 913 タ

綴られる愛人 井上　荒野著 集英社 2016 913 イ

ツバキ文具店 小川　糸著 幻冬舎 2016 913 オ

妻籠め 佐藤　洋二郎著 小学館 2016 913 サ

罪の声 塩田　武士著 講談社 2016 913 シ

罪のあとさき 畑野　智美著 双葉社 2016 913 ハ

罪の終わり 東山　彰良著 新潮社 2016 913 ヒ

露払い　仇討探索方控（幻冬舎時代小説文庫　ふ-31-1） 福原　俊彦著 幻冬舎 2016 B 913 フ

つわもの長屋三匹の侍（ハルキ文庫　に9-2） 新美　健著 角川春樹事務所 2016 913 ニ

Dの殺人事件、まことに恐ろしきは 歌野　晶午著 KADOKAWA 2016 913 ウ

手のひらの砂漠 唯川　恵著 集英社 2013 913 ユ

手のひらの京（みやこ） 綿矢　りさ著 新潮社 2016 913 ワ

てらさふ 朝倉　かすみ著 文藝春秋 2014 913 ア

天下を計る 岩井　三四二著 PHP研究所 2016 913 イ

天下一の軽口男 木下　昌輝著 幻冬舎 2016 913 キ

天使のナイフ（講談社文庫　や61-1） 薬丸　岳著 講談社 2008 913 ヤ

電王 高嶋　哲夫著 幻冬舎 2016 913 タ

天子蒙塵 第1巻 浅田　次郎著 講談社 2016 913 ア

天子蒙塵 第2巻 浅田　次郎著 講談社 2016 913 ア



天を灼く あさの　あつこ著 祥伝社 2016 913 ア

問いのない答え 長嶋　有著 文藝春秋 2013 913 ナ

東京クルージング 伊集院　静著 KADOKAWA 2017 913 イ

東京會舘とわたし　新館 下 辻村　深月著 毎日新聞出版 2016 913 ツ

東京會舘とわたし　旧館 上 辻村　深月著 毎日新聞出版 2016 913 ツ

東京二十三区女 長江　俊和著 幻冬舎 2016 913 ナ

東京タワー　オカンとボクと、時々、オトン（新潮文庫　り-4-1） リリー・フランキー著 新潮社 2010 913 リ

遠い唇 北村　薫著 KADOKAWA 2016 913 キ

トコとミコ 山口　恵以子著 文藝春秋 2016 913 ヤ

図書館ホスピタル 三萩　せんや著 河出書房新社 2016 913 ミ

十津川警部姨捨駅の証人（祥伝社文庫　に1-52） 西村　京太郎著 祥伝社 2016 B 913 ニ

ドナ・ビボラの爪 下 宮本　昌孝著 中央公論新社 2016 913 ミ

ドナ・ビボラの爪 上 宮本　昌孝著 中央公論新社 2016 913 ミ

戸惑（徳間文庫　う9-43） 上田　秀人著 徳間書店 2016 913 ウ

友の墓の上で（SUZUME　BUS） 赤川　次郎著 集英社 2016 913 ア

ドローン・スクランブル 未須本　有生著 文藝春秋 2016 913 ミ

トワイライト・シャッフル（新潮文庫　お-61-8） 乙川　優三郎著 新潮社 2017 B 913 オ

直虎と直政　井伊谷の両虎 岳　真也著 作品社 2016 913 ガ

直虎の城 山名　美和子著 時事通信出版局 2016 913 ヤ

謎の女幽蘭　古本屋「芳雅堂」の探索帳より 出久根　達郎著 筑摩書房 2016 913 デ

何様 朝井　リョウ著 新潮社 2016 913 ア

菜の花食堂のささやかな事件簿　書き下ろしミステリー（だいわ文庫　313-1I） 1 碧野　圭著 大和書房 2016 913 ア

鳴門の渦潮を見ていた女（C・NOVELS　29-30） 西村　京太郎著 中央公論新社 2016 913 ニ

西一番街ブラックバイト（池袋ウエストゲートパーク　12） 石田　衣良著 文藝春秋 2016 913 イ

虹の見えた日（幻冬舎時代小説文庫　さ-5-37） 澤田　ふじ子著 幻冬舎 2015 B 913 サ

虹の巣 野中　ともそ著 KADOKAWA 2016 913 ノ



ニセモノの妻 三崎　亜記著 新潮社 2016 913 ミ

日本核武装 高嶋　哲夫著 幻冬舎 2016 913 タ

人情そこつ長屋　書き下ろし時代小説（文春文庫　い79-16） 井川　香四郎著 文藝春秋 2016 913 イ

不抜（ぬかず）の剣 植松　三十里著 エイチアンドアイ 2016 913 ウ

ぬけまいる 朝井　まかて著 講談社 2012 913 ア

猫に知られるなかれ（ハルキ文庫　ふ9-1） 深町　秋生著 角川春樹事務所 2016 B 913 フ

猫には推理がよく似合う 深木　章子著 KADOKAWA 2016 913 ミ

鼠、地獄を巡る 赤川　次郎著 KADOKAWA 2016 913 ア

残り者 朝井　まかて著 双葉社 2016 913 ア

望み 雫井　脩介著 KADOKAWA 2016 913 シ

のっぴき庵 高橋　洋子著 講談社 2016 913 タ

ハーレーじじいの背中 坂井　希久子著 双葉社 2016 913 サ

破暁の道　長編時代小説書下ろし（祥伝社文庫　こ17-39） 下 小杉　健治著 祥伝社 2016 913 コ

破暁の道　長編時代小説書下ろし（祥伝社文庫　こ17-38） 上 小杉　健治著 祥伝社 2016 913 コ

白衣の嘘 長岡　弘樹著 KADOKAWA 2016 913 ナ

伯爵夫人 蓮實　重彦著 新潮社 2016 913 ハ

白村江 荒山　徹著 PHP研究所 2017 913 ア

励み場 青山　文平著 角川春樹事務所 2016 913 ア

橋を渡る 吉田　修一著 文藝春秋 2016 913 ヨ

花が咲くとき 乾　ルカ著 祥伝社 2016 913 イ

花の命は短くて… 越智　月子著 実業之日本社 2014 913 オ

花いくさ 鬼塚　忠著 角川書店 2011 913 オ

花咲家の怪（徳間文庫　む9-7） 村山　早紀著 徳間書店 2016 B 913 ム

破門（角川文庫　く26-7） 黒川　博行著 KADOKAWA 2016 B 913 ク

バラカ 桐野　夏生著 集英社 2016 913 キ

半席 青山　文平著 新潮社 2016 913 ア



叛骨　陸奥宗光の生涯 下 津本　陽著 潮出版社 2016 913 ツ

叛骨　陸奥宗光の生涯 上 津本　陽著 潮出版社 2016 913 ツ

半減期を祝って 津島　佑子著 講談社 2016 913 ツ

晩秋の陰画（ネガフィルム） 山本　一力著 祥伝社 2016 913 ヤ

ヒーロー！ 白岩　玄著 河出書房新社 2016 913 シ

美人薄命 深水　黎一郎著 双葉社 2013 913 フ

引っ越し大名三千里（ハルキ文庫　と6-2） 土橋　章宏著 角川春樹事務所 2016 913 ド

必殺の三文判 深山　亮著 双葉社 2016 913 ミ

人の樹 村田　喜代子著 潮出版社 2016 913 ム

秘密（ハルキ文庫　わ1-38） 和田　はつ子著 角川春樹事務所 2016 B 913 ワ

日雇い浪人生活録　金の価値（ハルキ文庫　う9-1） 1 上田　秀人著 角川春樹事務所 2016 913 ウ

ビューティーキャンプ 林　真理子著 幻冬舎 2016 913 ハ

ファイナルガール 藤野　可織著 扶桑社 2014 913 フ

吹けよ風呼べよ嵐 伊東　潤著 祥伝社 2016 913 イ

武士の職分　江戸役人物語（角川文庫　時-う24-91） 上田　秀人著 KADOKAWA 2016 B 913 ウ

ふたり天下 北沢　秋著 河出書房新社 2016 913 キ

二つ（ダブル）の首相暗殺計画　書き下ろし傑作ミステリー（JOY　NOVELS） 西村　京太郎著 実業之日本社 2017 913 ニ

ふたり狂い（幻冬舎文庫　ま-25-3） 真梨　幸子著 幻冬舎 2016 913 マ

不発弾 相場　英雄著 新潮社 2017 913 ア

浮遊 高嶋　哲夫著 河出書房新社 2016 913 タ

ブラックボックス（朝日文庫　し22-4） 篠田　節子著 朝日新聞出版 2016 913 シ

ふんわり穴子天（ハルキ文庫　さ19-4） 坂井　希久子著 角川春樹事務所 2017 B 913 サ

平成紀（幻冬舎文庫　あ-58-1） 青山　繁晴著 幻冬舎 2016 913 ア

べっぴんさん（NHK連続テレビ小説） 上 渡辺　千穂作 NHK出版 2016 913 ナ

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ著 光文社 2016 913 ミ

防諜捜査 今野　敏著 文藝春秋 2016 913 コ



ポースケ 津村　記久子著 中央公論新社 2013 913 ツ

僕は沈没ホテルで殺される（幻冬舎文庫　な-29-4） 七尾　与史著 幻冬舎 2016 913 ナ

僕は君を殺せない（集英社オレンジ文庫　は2-1） 長谷川　夕著 集英社 2015 913 ハ

本日は、お日柄もよく（徳間文庫　は36-1） 原田　マハ著 徳間書店 2013 913 ハ

本懐に候 山本　音也著 小学館 2016 913 ヤ

本所おけら長屋（PHP文芸文庫　は3-7） 6 畠山　健二著 PHP研究所 2016 913 ハ

本所おけら長屋（PHP文芸文庫　は3-8） 7 畠山　健二著 PHP研究所 2016 B 913 ハ

迷子の王様（新潮文庫　か-47-15） 垣根　涼介著 新潮社 2016 B 913 カ

埋蔵金発掘課長（小学館文庫　む2-6） 室積　光著 小学館 2016 913 ム

まく子 西　加奈子著 福音館書店 2016 913 ニ

まことの華姫 畠中　恵著 KADOKAWA 2016 913 ハ

また、桜の国で 須賀　しのぶ著 祥伝社 2016 913 ス

マチネの終わりに 平野　啓一郎著 毎日新聞出版 2016 913 ヒ

待つ春や　長編時代小説書下ろし（祥伝社文庫　つ5-21） 辻堂　魁著 祥伝社 2016 B 913 ツ

待ってよ 蜂須賀　敬明著 文藝春秋 2016 913 ハ

窓際ドクター（幻冬舎文庫　か-35-7） 川渕　圭一著 幻冬舎 2016 B 913 カ

ままならないから私とあなた 朝井　リョウ著 文藝春秋 2016 913 ア

蝮の孫 天野　純希著 幻冬舎 2016 913 ア

マル暴総監 今野　敏著 実業之日本社 2016 913 コ

マルセイユ・ルーレット 本城　雅人著 双葉社 2016 913 ホ

三日月の花　渡り奉公人渡辺勘兵衛（中公文庫　な65-5） 中路　啓太著 中央公論新社 2016 913 ナ

みかづき 森　絵都著 集英社 2016 913 モ

水のかたち 下 宮本　輝著 集英社 2012 913 ミ

水のかたち 上 宮本　輝著 集英社 2012 913 ミ

水の都黄金の国 三木　笙子著 講談社 2016 913 ミ

蜜蜂と遠雷 恩田　陸著 幻冬舎 2016 913 オ



蜜と唾 盛田　隆二著 光文社 2016 913 モ

ミッドナイト・バス 伊吹　有喜著 文藝春秋 2014 913 イ

ミッドナイト・ジャーナル 本城　雅人著 講談社 2016 913 ホ

向かい風で飛べ！ 乾　ルカ著 中央公論新社 2013 913 イ

夢幻花（PHP文芸文庫　ひ8-1） 東野　圭吾著 PHP研究所 2016 913 ヒ

武蔵無常 藤沢　周著 河出書房新社 2016 913 フ

室町無頼 垣根　涼介著 新潮社 2016 913 カ

めぐり糸 青山　七恵著 集英社 2013 913 ア

メビウス・ファクトリー 三崎　亜記著 集英社 2016 913 ミ

もういっかい彼女 松久　淳著 小学館 2016 913 マ

もしも俺たちが天使なら 伊岡　瞬著 幻冬舎 2014 913 イ

模範郷 リービ英雄著 集英社 2016 913 リ

やがて海へと届く 彩瀬　まる著 講談社 2016 913 ア

柳生三代の鬼謀 鳥羽　亮著 徳間書店 2017 913 ト

夜行 森見　登美彦著 小学館 2016 913 モ

優しい嘘（徳間文庫　い50-11） 今井　絵美子著 徳間書店 2016 B 913 イ

優しい死神の飼い方 知念　実希人著 光文社 2013 913 チ

山中鹿之助（小学館文庫　ま22-1） 松本　清張著 小学館 2016 913 マ

結物語（講談社BOX） 西尾　維新著 講談社 2017 913 ニ

雪の鉄樹（光文社文庫　と22-2） 遠田　潤子著 光文社 2016 B 913 ト

ゆけ、おりょう 門井　慶喜著 文藝春秋 2016 913 カ

遊佐家の四週間 朝倉　かすみ著 祥伝社 2014 913 ア

夢も定かに 澤田　瞳子著 中央公論新社 2013 913 サ

ゆめ姫事件帖（ハルキ文庫　わ1-34） 和田　はつ子著 角川春樹事務所 2016 B 913 ワ

横浜1963 伊東　潤著 文藝春秋 2016 913 イ

よこまち余話 木内　昇著 中央公論新社 2016 913 キ



横濱つんてんらいら 橘　沙羅著 角川春樹事務所 2016 913 タ

よっつ屋根の下 大崎　梢著 光文社 2016 913 オ

よりみち酒場灯火亭（光文社文庫　い51-3） 石川　渓月著 光文社 2016 B 913 イ

よるのばけもの 住野　よる著 双葉社 2016 913 ス

ラヴィアンローズ 村山　由佳著 集英社 2016 913 ム

落陽 朝井　まかて著 祥伝社 2016 913 ア

ラストレシピ　麒麟の舌の記憶（幻冬舎文庫　た-59-1） 田中　経一著 幻冬舎 2016 913 タ

ランクA病院の愉悦（新潮文庫　か-57-4） 海堂　尊著 新潮社 2016 913 カ

ランドリー（双葉文庫　も-18-01） 森　淳一著 双葉社 2016 913 モ

陸王 池井戸　潤著 集英社 2016 913 イ

リストランテアモーレ 井上　荒野著 角川春樹事務所 2015 913 イ

律子慕情　改訂新版（集英社文庫　こ11-29） 小池　真理子著 集英社 2016 B 913 コ

リボルバー・リリー 長浦　京著 講談社 2016 913 ナ

竜と流木 篠田　節子著 講談社 2016 913 シ

龍宮の鍵 田中　経一著 幻冬舎 2016 913 タ

籠の鸚鵡 辻原　登著 新潮社 2016 913 ツ

料理人の光（ヤッさん　4） 原　宏一著 双葉社 2016 913 ハ

料理通異聞 松井　今朝子著 幻冬舎 2016 913 マ

離陸 絲山　秋子著 文藝春秋 2014 913 イ

若様とロマン 畠中　恵著 講談社 2016 913 ハ

吾輩のそれから 芳川　泰久著 河出書房新社 2016 913 ヨ

私の消滅 中村　文則著 文藝春秋 2016 913 ナ

私が失敗した理由は 真梨　幸子著 講談社 2016 913 マ

私をくいとめて 綿矢　りさ著 朝日新聞出版 2017 913 ワ

深泥丘奇談（幽BOOKS） 続々 綾辻　行人著 KADOKAWA 2016 913 ア

愛と暴力の戦後とその後（講談社現代新書　2246） 赤坂　真理著 講談社 2014 914 ア



あせらず、おこらず、あきらめず 石井　ふく子著 KADOKAWA 2016 914 イ

洗えば使える泥名言 西原　理恵子著 文藝春秋 2016 914 サ

いのちをむすぶ 佐藤　初女著 集英社 2016 914 サ

イヤシノウタ 吉本　ばなな著 新潮社 2016 914 ヨ

老いては夫を従え 柴門　ふみ著 小学館 2016 914 サ

老いも病も受け入れよう 瀬戸内　寂聴著 新潮社 2016 914 セ

大人の流儀　不運と思うな。 6 伊集院　静著 講談社 2016 914 イ

大人の流儀　さよならの力 7 伊集院　静著 講談社 2017 914 イ

男の粋な生き方 石原　慎太郎著 幻冬舎 2016 914 イ

男の詫び状 野坂　昭如著 文藝春秋 2016 914 ノ

おとこのるつぼ 群　ようこ著 新潮社 2013 914 ム

おばさん四十八歳小説家になりました 植松　三十里著 東京堂出版 2013 914 ウ

女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦なり。 ジェーン・スー著 文藝春秋 2016 914 ジ

彼女の家出 平松　洋子著 文化学園文化出版局 2016 914 ヒ

九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子著 小学館 2016 914 サ

玄冬の門（ベスト新書　513） 五木　寛之著 ベストセラーズ 2016 914 イ

さりげない許しと愛 曽野　綾子著 海竜社 2016 914 ソ

自然が答えを持っている 大村　智著 潮出版社 2016 914 オ

自分のままで暮らす 吉沢　久子著 あさ出版 2016 914 ヨ

ソボちゃん　いちばん好きな人のこと 有吉　玉青著 平凡社 2014 914 ア

それでもこの世は悪くなかった（文春新書　1116） 佐藤　愛子著 文藝春秋 2017 B 914 サ

抱きしめられたい。（Hobonichi　Books） 糸井　重里著 ほぼ日 2016 914 イ

他諺の空似　ことわざ人類学（中公文庫　よ36-3） 米原　万里著 中央公論新社 2016 914 ヨ

知的な老い方（だいわ文庫　289-4E） 外山　滋比古著 大和書房 2017 B 914 ト

「長生き」に負けない生き方（講談社＋α文庫　A163-1） 外山　滋比古著 講談社 2016 914 ト

なんでわざわざ中年体育 角田　光代著 文藝春秋 2016 914 カ



鋼のメンタル（新潮新書　679） 百田　尚樹著 新潮社 2016 914 ヒ

ぼくはこう生きている君はどうか（潮文庫　つ-1） 鶴見　俊輔著 潮出版社 2016 914 ツ

本物のおとな論　人生を豊かにする作法 外山　滋比古著 海竜社 2016 914 ト

息子ってヤツは 室井　佑月著 毎日新聞出版 2016 914 ム

もう人と同じ生き方をしなくていい　私の人生心得帖 下重　暁子著 海竜社 2016 914 シ

老境の美徳 曽野　綾子著 小学館 2016 914 ソ

我が家の内輪話　愛蔵版 三浦　朱門著 世界文化社 2016 914 ミ

私の危険な本音 曽野　綾子著 青志社 2016 914 ソ

父の生きる 伊藤　比呂美著 光文社 2014 915 イ

冲方丁のこち留　こちら渋谷警察署留置場 冲方　丁著 集英社インターナショナル 2016 916 ウ

がんになって、止めたこと、やったこと 野中　秀訓著 主婦の友社 2016 916 ノ

今日、会社が倒産した　16人の企業倒産ドキュメンタリー 増田　明利著 彩図社 2013 916 マ

自宅で親を看取る　肺がんの母は一服くゆらせ旅立った 小池　百合子著 幻冬舎 2014 916 コ

ネパール　村人総出でつくった音楽ホール　幸せを呼ぶ秘境の地サチコール村 横井　久美子著 本の泉社 2016 916 ヨ

ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう　介護げなげな話 岡野　雄一著 小学館 2016 916 オ

私の人生に老後はない。　今日一日を満足して生きるコツ 橋田　壽賀子著 海竜社 2016 917 ハ

日本文学全集　枕草子 7 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　平家物語 9 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　能・狂言 10 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　松尾芭蕉／おくのほそ道 12 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　宮沢賢治 16 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　大岡昇平 18 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　須賀敦子 25 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　近現代詩歌 29 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　日本語のために 30 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　近現代作家集　1 26 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2017 918 ニ



【外国文学】

死者たちの七日間 余　華著 河出書房新社 2014 923 ユ

僕の違和感 下 オルハン・パムク著 早川書房 2016 929 パ

僕の違和感 上 オルハン・パムク著 早川書房 2016 929 パ

裏切りの晩餐 オレン・スタインハウアー著 岩波書店 2016 933 ス

カシュガルの道 スザンヌ・ジョインソン著 西村書店 2016 933 ジ

この世界の女たち　アン・ビーティ短篇傑作選 アン・ビーティ著 河出書房新社 2014 933 ビ

煽動者 ジェフリー・ディーヴァー著 文藝春秋 2016 933 デ

とらわれて夏 ジョイス・メイナード著 イースト・プレス 2014 933 メ

ハーレムの闘う本屋　ルイス・ミショーの生涯 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン著 あすなろ書房 2015 933 ネ

ミスター・メルセデス 下 スティーヴン・キング著 文藝春秋 2016 933 キ

ミスター・メルセデス 上 スティーヴン・キング著 文藝春秋 2016 933 キ

屋根裏の仏さま（CREST　BOOKS） ジュリー・オオツカ著 新潮社 2016 933 オ

レモン畑の吸血鬼 カレン・ラッセル著 河出書房新社 2016 933 ラ

これで駄目なら　若い君たちへ-卒業式講演集 カート・ヴォネガット著 飛鳥新社 2016 934 ヴ

ジョディ、傷つけられた子　里親キャシー・グラスの手記 キャシー・グラス著 中央公論新社 2013 936 グ

史上最高に面白いファウスト 中野　和朗著 文藝春秋 2016 942 ナ

ハリネズミの願い トーン・テレヘン著 新潮社 2016 949 テ

火曜日の手紙 エレーヌ・グレミヨン著 早川書房 2014 953 グ

ぼくは君たちを憎まないことにした アントワーヌ・レリス著 ポプラ社 2016 956 レ

アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G．イトゥルベ著 集英社 2016 963 イ

誰も知らないわたしたちのこと シモーナ・スパラコ著 紀伊國屋書店 2013 973 ス

タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 分類 図書


