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【総記】図書・百科事典・論文・叢書

すごいメモ。　仕事のスピード・質が劇的に上がる
すごい

小西　利行著 かんき出版 2016 002.7 コ

人間は「心が折れる」からこそ価値がある　人工知能時代に成功する人の考え方
にんげ

苫米地　英人著 PHP研究所 2015 007.1 ト

人工知能　人類最悪にして最後の発明
じんこ

ジェイムズ・バラット著 ダイヤモンド社 2015 007.1 バ

ラオス　山の村に図書館ができた
らおす

安井　清子著 福音館書店 2015 010.2 ヤ

図書館年鑑 2015
としょ

日本図書館協会図書館年鑑編集委員会編集 日本図書館協会 2015 010.5 ト

図書館年鑑 2015
としょ

日本図書館協会図書館年鑑編集委員会編集 日本図書館協会 2015 010.5 ト

図書館年鑑 2015
としょ

日本図書館協会図書館年鑑編集委員会編集 日本図書館協会 2015 010.5 ト

おはなし会プログラム　季節別年齢別厳選プログラム116本収録 PART1
おはな

「この本読んで！」編集部編集 読書サポート 2008 015.8 オ

おはなし会プログラム　季節別年齢別厳選プログラム131本収録 PART2
おはな

「この本読んで！」編集部編集 読書サポート 2014 015.8 オ

グループでもできるビブリオトーク　「わくわく」「どきどき」する本の紹介方法
ぐるー

笹倉　剛著 あいり出版 2015 019 サ

ニッポン沈没
にっぽ

斎藤　美奈子著 筑摩書房 2015 019 サ

ビブリオバトルハンドブック
びぶり

ビブリオバトル普及委員会編著 子どもの未来社 2015 019 ビ

読んだら忘れない読書術　精神科医が教える
よんだ

樺沢　紫苑著 サンマーク出版 2015 019 カ

本を読む人だけが手にするもの
ほんを

藤原　和博著 日本実業出版社 2015 019 フ

これならできる！楽しい読書活動　アニマシオン、ビブリオバトル、ブックトークなど気軽に実践するための事例集

これな

吉田　和夫編 学事出版 2015 019.2 コ

将来の学力は10歳までの「読書量」で決まる！　できる子が幼少期「これだけはしていた」こと

しょうら

松永　暢史著 すばる舎 2014 019.2 マ

サンタクロースの部屋　改訂新版　子どもと本をめぐって
さんた

松岡　享子著 こぐま社 2015 019.5 マ

ギネス世界記録 2016
ぎねす

クレイグ・グレンディ編 角川アスキー総合研究所 2015 031.5 ギ

世界は解らないコトだらけ、なので調べてみた（扶桑社新書　198）
せかい

阿部　亮著 扶桑社 2015 049 ア

【哲学】

老いへの「ケジメ」（WIDE　SHINSHO　219）
おいへ

斎藤　茂太著 新講社 2015 114.2 サ

世界一かんたんな「引き寄せ」の法則　今、この瞬間から人生が変わる！（TJ　MOOK）
せかい

奥平　亜美衣監修 宝島社 2016 147 セ

とっさのしぐさで本音を見抜く
とっさ

トルステン・ハーフェナー著 サンマーク出版 2015 147.2 ハ

貼るだけ！超開運風水
はるだ

鮑　義忠著 自由国民社 2015 148.5 ホ



「捨てる」「思い切る」で人生がラクになる　心のガラクタを処分する本（WIDE　SHINSHO　211）

すてる

斎藤　茂太著 新講社 2014 159 サ

5年後の自分を計画しよう　達成する希望術
ごねん

シェーン・J．ロペス著 文藝春秋 2015 159 ロ

あっ！命の授業
あっい

ゴルゴ松本著 廣済堂出版 2015 159 ゴ

あなたのなかのやんちゃな神さまとつきあう法
あなた

金城　幸政著 サンマーク出版 2015 159 キ

あなたは絶対！運がいい　夢の実現力（なでしこ文庫　ア-12-6） 2
あなた

浅見　帆帆子著 廣済堂出版 2014 159 ア

アラン先生と不幸な8人
あらん

五百田　達成著 ワニブックス 2015 159 イ

お金に強くなる生き方（青春新書INTELLIGENCE　PI-467）
おかね

佐藤　優著 青春出版社 2015 159 サ

バカに見える人の習慣　知性を疑われる60のこと（青春新書INTELLIGENCE　PI-469）
ばかに

樋口　裕一著 青春出版社 2015 159 ヒ

まんがと図解でわかる7つの習慣（宝島SUGOI文庫　Dす-3-1）
まんが

スティーブン・R．コヴィー監修 宝島社 2013 159 マ

逆転の仕事論　あえて、レールから外れる。
ぎゃく

堀江　貴文著 双葉社 2015 159 ホ

決断力の磨き方　人に決められる人生でいいのか（仕事の教科書BOOKS）
けつだ

池田　貴将著 学研パブリッシング 2015 159 イ

結果を出せる人になる！「すぐやる脳」のつくり方
けっか

茂木　健一郎著 学研パブリッシング 2015 159 モ

結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる　能力以上に結果が出る「行動力」の秘密
けっきょ

藤由　達藏著 青春出版社 2015 159 フ

使っても減らない5つのお金のルール　シリコンバレーのビジネスエリートたちが実践する
つかって

黒木　陽斗著 扶桑社 2016 159 ク

私が一番受けたいココロの授業　「生きる力」を育てるために大切にしたい9つのこと 子育て編
わたし

比田井　和孝著 ごま書房新社 2016 159 ヒ

自分は自分人は人　争わない「生き方」（WIDE　SHINSHO　175）
じぶんは

和田　秀樹著 新講社 2012 159 ワ

自分を変える習慣力　コーチングのプロが教える、潜在意識を味方につける方法（Business　Life　002）

じぶんを

三浦　将著 クロスメディア・パブリッシング 2015 159 ミ

笑うとなぜいいか？（WIDE　SHINSHO　221）
わらう

斎藤　茂太著 新講社 2015 159 サ

大人の断捨離手帖
おとな

やました　ひでこ著 学研パブリッシング 2015 159 ヤ

定年するあなたへ　会社を離れて10年たったからこそわかったこと
ていね

佐々木　常夫著 サンマーク出版 2016 159 サ

適応力（扶桑社文庫　は9-1）
てきお

羽生　善治著 扶桑社 2015 159 ハ

病があるから素敵な人生
やまい

けん三著 幻冬舎 2015 159 ケ

無意識はいつも正しい
むいし

クスド　フトシ著 ワニブックス 2015 159 ク

それでも、人を愛しなさい　生き方、働き方を教えてくれる26の言葉
それで

佐々木　常夫著 あさ出版 2014 159.8 サ

【宗教】

あぶない一神教（小学館新書　256）
あぶな

橋爪　大三郎著 小学館 2015 167 ハ



コーランには本当は何が書かれていたか？
こーら

カーラ・パワー著 文藝春秋 2015 167.3 パ

止まった時計　麻原彰晃の三女・アーチャリーの手記
とまった

松本　麗華著 講談社 2015 169.1 マ

だから仏教は面白い！　講義ライブ（講談社＋α文庫　F55-1）
だから

魚川　祐司著 講談社 2015 180 ウ

寺院消滅　失われる「地方」と「宗教」
じいん

鵜飼　秀徳著 日経BP社 2015 182.1 ウ

もう迷わなくなる最良の選択　人生を後悔しない決断思考の磨き方
もうま

アルボムッレ・スマナサーラ著 誠文堂新光社 2015 184 ス

ほとけさまの図鑑（小学館セレクトムック）
ほとけ

籔内　佐斗司著 小学館 2015 186.8 ヤ

空海
くうか

高村　薫著 新潮社 2015 188.5 タ

親鸞聖人を学ぶ
しんら

伊藤　健太郎著 1万年堂出版 2014 188.7 イ

限りなくシンプルに、豊かに暮らす
かぎり

枡野　俊明著 PHP研究所 2015 188.8 マ

劣等感という妄想　禅が教える「競わない」生き方
れっとう

枡野　俊明著 小学館 2015 188.8 マ

みんな彗星を見ていた　私的キリシタン探訪記
みんな

星野　博美著 文藝春秋 2015 198.2 ホ

【歴史】

ブラッドランド　ヒトラーとスターリン大虐殺の真実 下
ぶらっど

ティモシー・スナイダー著 筑摩書房 2015 209.7 ス

ブラッドランド　ヒトラーとスターリン大虐殺の真実 上
ぶらっど

ティモシー・スナイダー著 筑摩書房 2015 209.7 ス

真田幸村と真田丸　大坂の陣の虚像と実像（河出ブックス　081）
さなだ

渡邊　大門著 河出書房新社 2015 210.5 ワ

明治維新という過ち　改訂増補版　日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト
めいじ

原田　伊織著 毎日ワンズ 2015 210.6 ハ

明治大正史 上
めいじ

中村　隆英著 東京大学出版会 2015 210.6 ナ

知っていますか？日本の戦争
しって

久保田　貢著 新日本出版社 2015 210.7 ク

異端の人間学（幻冬舎新書　い-5-4）
いたん

五木　寛之著 幻冬舎 2015 238 イ

さよなら大好きな人 2014
さよな

本間　康司絵と文 清水書院 2015 281 ホ

女のきっぷ　逆境をしなやかに
おんな

森　まゆみ著 岩波書店 2014 281 モ

真田丸への道
さなだ

武山　憲明著 ぶんか社 2016 288.3 タ

真田三代と真田丸のすべて
さなだ

小和田　哲男監修 小学館 2015 288.3 サ

皇室とっておき
こうし

朝日新聞社著 朝日新聞出版 2015 288.4 コ

111歳、いつでも今から　73歳から画家デビュー、100歳超えてニューヨークへ…笑顔のスーパーレディの絵とエッセイ

ひゃくじゅう

後藤　はつの著 河出書房新社 2015 289.1 ゴ

小さなことの積み重ね　98歳現役医師の“元気に長生き”の秘訣
ちいさな

高橋　幸枝著 マガジンハウス 2015 289.1 タ



生きて帰ってきた男　ある日本兵の戦争と戦後（岩波新書　新赤版　1549）
いきた

小熊　英二著 岩波書店 2015 289.1 オ

大岡忠相（人物叢書　新装版）
おおおか

大石　学著 吉川弘文館 2006 289.1 オ

悪役　世界でいちばん貧しい大統領の本音
あくやく

アンドレス・ダンサ著 汐文社 2015 289.3 ム

数学の大統一に挑む
すうが

エドワード・フレンケル著 文藝春秋 2015 289.3 フ

【地理・地誌・紀行】

やくみつるの秘境漫遊記
やくみ

やく　みつる著 文藝春秋 2015 290.9 ヤ

地球の歩き方　2015～16　中欧 A25
ちきゅう

「地球の歩き方」編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2015 290.9 チ

47都道府県庁所在都市　デジタル鳥瞰（The　New　Fifties） 西日本編
よんじゅうしち

八幡　和郎著 講談社 2015 291 ヤ

47都道府県庁所在都市　デジタル鳥瞰（The　New　Fifties） 東日本編
よんじゅうしち

八幡　和郎著 講談社 2015 291 ヤ

新釈日本百名山
しんしゃ

樋口　一郎著 東京新聞 2014 291 ヒ

るるぶ札幌　小樽　富良野　旭山動物園（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.1 ル

るるぶ冬の北海道（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.1 ル

知床・阿寒　網走・釧路湿原（まっぷるマガジン） ’16
しれと

昭文社 2015 291.1 シ

冬の北海道（まっぷるマガジン）
ふゆの

昭文社 2015 291.1 フ

るるぶ会津磐梯福島（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.2 ル

るるぶ山形　鶴岡　酒田　米沢　蔵王（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.2 ル

るるぶ秋田　角館　乳頭温泉郷（るるぶ情報版） ’15～’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.2 ル

会津・磐梯　喜多方・大内宿（マップルマガジン） ’15-’16
あいづ

昭文社 2015 291.2 ア

仙台・松島　宮城（まっぷるマガジン） ’16
せんだ

昭文社 2015 291.2 セ

仙台ベストスポット（まっぷるマガジン） 2015
せんだ

昭文社 2015 291.2 セ

福島　会津・磐梯（まっぷるマガジン） ’16
ふくし

昭文社 2015 291.2 フ

はじめての絶景山ハイク　関東周辺（POCAPOCA）
はじめ

JTBパブリッシング 2015 291.3 ハ

るるぶ横須賀三浦逗子葉山（るるぶ情報版） 2015
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.3 ル

るるぶ群馬　草津　伊香保　富岡（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.3 ル

るるぶ千葉房総（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.3 ル

るるぶ東京ベスト（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.3 ル



るるぶ栃木　宇都宮　那須　日光（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.3 ル

るるぶ日光那須　鬼怒川　塩原（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.3 ル

首都圏からの日帰り温泉（まっぷるマガジン） 42036
しゅと

昭文社 2015 291.3 シ

秋の日帰り・一泊関東紅葉ドライブ（SEIBIDO　MOOK） ’15～’16
あきの

成美堂出版 2015 291.3 ア

千葉・房総（まっぷるマガジン） ’16
ちば

昭文社 2015 291.3 チ

福井　越前・若狭（まっぷるマガジン） ’16
ふくい

昭文社 2015 291.4 フ

るるぶ安曇野松本白馬（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.5 ル

るるぶ軽井沢（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.5 ル

るるぶ山梨　富士五湖　勝沼　清里　甲府（るるぶ情報版） ’16～’17
るるぶ

JTBパブリッシング 2016 291.5 ル

るるぶ名古屋東海デートBOOK（るるぶ情報版） 2015
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.5 ル

山梨　富士五湖・勝沼・清里（まっぷるマガジン） ’16
やまな

昭文社 2015 291.5 ヤ

上高地　乗鞍・奥飛騨（まっぷるマガジン） ’16
かみこ

昭文社 2015 291.5 カ

信州（まっぷるマガジン） ’16
しんしゅ

昭文社 2015 291.5 シ

るるぶ淡路島　鳴門（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2016 291.6 ル

るるぶ兵庫　神戸　姫路　但馬（るるぶ情報版） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.6 ル

るるぶ瀬戸内海しまなみ海道（るるぶ情報版） 2015
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 291.7 ル

鹿児島　霧島・指宿（まっぷるマガジン） ’16
かごし

昭文社 2015 291.9 カ

福岡　博多・天神（まっぷるマガジン） ’16
ふくお

昭文社 2015 291.9 フ

るるぶベトナム　カンボジア・アンコールワット（るるぶ情報版　A11）
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 292.3 ル

るるぶバリ島（るるぶ情報版　A10） ’16
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 292.4 ル

るるぶウィーン・プラハ・ブダペスト　ザルツブルク　インスブルック　チェスキー・クルムロフ（るるぶ情報版　B6） 2013
るるぶ

JTBパブリッシング 2013 293.4 ル

イタリアのしっぽ
いたり

内田　洋子著 集英社 2015 293.7 ウ

たまたまザイール、またコンゴ
たまた

田中　真知著 偕成社 2015 294.4 タ

るるぶオーストラリア　ケアンズ　ゴールドコースト　シドニー（るるぶ情報版　D4） 2015
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 297.1 ル

るるぶハワイ島マウイ島・ホノルル（るるぶ情報版　D11） 2015
るるぶ

JTBパブリッシング 2015 297.6 ル

【社会科学】政治・経済・統計・社会・民俗学・防衛



残虐の大地　私が生まれ育った中国は、なぜここまで恐ろしい国になったのか（扶桑社新書　182）

ざんぎゃ

李　真実著 扶桑社 2015 302.2 リ

台湾のきほん　不思議の島のゆるガイド
たいわ

青木　由香著 東洋出版 2015 302.2 ア

2016年世界の真実　これは単なる予測ではない、すでに見えている現実だ！（WAC　BUNKO　B-224）

にせんじゅ

長谷川　慶太郎著 ワック 2015 304 ハ

さらばアホノミクス　危機の真相
さらば

浜　矩子著 毎日新聞出版 2015 304 ハ

ひみつの教養　誰も教えてくれない仕事の基本
ひみつ

飯島　勲著 プレジデント社 2015 304 イ

民主主義ってなんだ？
みんしゅ

高橋　源一郎著 河出書房新社 2015 309 ミ

愛国と信仰の構造　全体主義はよみがえるのか（集英社新書　0822）
あいこ

中島　岳志著 集英社 2016 311.3 ナ

習近平の権力闘争
しゅうき

中澤　克二著 日本経済新聞出版社 2015 312.2 ナ

揺れる大欧州　未来への変革の時
いうれる

アンソニー・ギデンズ著 岩波書店 2015 312.3 ギ

最新地図で読む世界情勢　これだけは知っておきたい世界のこと
さいしんち

ジャン＝クリストフ・ヴィクトル著 CCCメディアハウス 2015 312.9 サ

検証「イスラム国」人質事件
けんしょ

朝日新聞取材班著 岩波書店 2015 316.4 ケ

あなたのマイナンバーへの疑問に答えます
あなた

水町　雅子著 中央経済社 2015 317.6 ミ

マイナンバー国家改造計画　12ケタの番号が日本社会を変える
あまいな

梅屋　真一郎著 日経BP社 2015 317.6 ウ

マイナンバー法のすべて　身分証明、社会保障からプライバシー保護まで、共通番号制度のあるべき姿を徹底解説

まいな

八木　晃二編著 東洋経済新報社 2013 317.6 ヤ

元警察署長が教えるお巡りさんの上手な使い方
もとけ

石橋　吾朗著 双葉社 2016 317.7 イ

図解よくわかる地方議会のしくみ
ずかい

武田　正孝著 学陽書房 2015 318.4 タ

新自治会・町内会モデル規約　改訂新版　条文と解説
しんじ

中田　実著 自治体研究社 2016 318.8 シ

一気にわかる！池上彰の世界情勢 2016
いっき

池上　彰著 毎日新聞出版 2015 319 イ

崩れゆく世界生き延びる知恵　国家と権力のウソに騙されない21世紀の読み解き方
くずれ

副島　隆彦著 日本文芸社 2015 319 ソ

「ドイツ帝国」が世界を破滅させる　日本人への警告（文春新書　1024）
どいつ

エマニュエル・トッド著 文藝春秋 2015 319.3 ト

池上彰のそこが知りたい！ロシア
いけが

池上　彰著 徳間書店 2015 319.3 イ

アメリカの世紀は終わらない
あめり

ジョセフ・S．ナイ著 日本経済新聞出版社 2015 319.5 ナ

日本人だけが知らない戦争論
にほん

苫米地　英人著 フォレスト出版 2015 319.8 ト

無戸籍の日本人
むこせ

井戸　まさえ著 集英社 2016 324.8 イ

検察・国税担当　新聞記者は何を見たのか
けんさ

村串　栄一著 講談社 2015 327.1 ム

エコノミストの昼ごはん　コーエン教授のグルメ経済学
えこの

タイラー・コーエン著 作品社 2016 330.4 コ



中国バブル崩壊（日経プレミアシリーズ　293）
ちゅうご

日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 2015 332.2 チ

中国経済「1100兆円破綻」の衝撃（講談社＋α新書　711-1C）
ちゅうご

近藤　大介著 講談社 2015 332.2 コ

地方消滅　東京一極集中が招く人口急減（中公新書　2282）
ちほう

増田　寛也編著 中央公論新社 2014 334.3 マ

大和コロニー　フロリダに「日本」を残した男たち
やまと

川井　龍介著 旬報社 2015 334.4 カ

イーロン・マスク　未来を創る男
いーろ

アシュリー・バンス著 講談社 2015 335.1 バ

孫正義の焦燥　俺はまだ100分の1も成し遂げていない
そんまさ

大西　孝弘著 日経BP社 2015 335.1 オ

ドイツ人はなぜ、1年に150日休んでも仕事が回るのか（青春新書INTELLIGENCE　PI-462）

どいつ

熊谷　徹著 青春出版社 2015 336.2 ク

トヨタで学んだ「紙1枚！」にまとめる技術
とよた

浅田　すぐる著 サンマーク出版 2015 336.2 ア

「上司」という病　上に立つと「見えなくなる」もの（青春新書INTELLIGENCE　PI-468）
じょうし

片田　珠美著 青春出版社 2015 336.4 カ

株はよみがえった　日経平均3万円への道
かぶは

鈴木　亮著 日本経済新聞出版社 2015 338.1 ス

信じていいのか銀行員　マネー運用本当の常識（講談社現代新書　2346）
しんじて

山崎　元著 講談社 2015 338.1 ヤ

16歳からの交渉力
じゅうろ

田村　次朗著 実務教育出版 2015 361.3 タ

なぜ、この人と話をすると楽になるのか
なぜこ

吉田　尚記著 太田出版 2015 361.4 ヨ

京都ぎらい（朝日新書　531）
きょうと

井上　章一著 朝日新聞出版 2015 361.4 イ

ドイツ大使も納得した、日本が世界で愛される理由
どいつ

フォルカー・シュタンツェル著 幻冬舎 2015 361.5 シ

あなたの空き家問題
あなた

上田　真一著 日本経済新聞出版社 2015 365.3 ウ

「いいね！」を強要する上司に慰謝料を請求できるのか？　働くみんなの法律相談（扶桑社新書　183）

いいね

弁護士ドットコム著 扶桑社 2015 366.1 イ

マタハラ問題（ちくま新書　1164）
または

小酒部　さやか著 筑摩書房 2016 366.3 オ

男性漂流　男たちは何におびえているか（講談社＋α新書　683-1A）
だんせ

奥田　祥子著 講談社 2015 367 オ

ママ友がこわい　子どもが同学年という小さな絶望（メディアファクトリーのコミックエッセイ）

ままとも

野原　広子著 KADOKAWA 2015 367.3 ノ

家族という病（幻冬舎新書　し-10-1） 1
かぞく

下重　暁子著 幻冬舎 2015 367.3 シ

家族病　夫の問題　妻の問題　子の問題
かぞく

金盛　浦子著 さくら舎 2016 367.3 カ

妻が抱える「夫ストレス」　どうしたらラクになる？
つまが

石原　加受子著 KADOKAWA 2015 367.3 イ

子どもと夫を育てる「楽妻楽母」力　不登校・引きこもり・夫婦のすれ違い、すべて解決！
こども

森　薫著 学びリンク 2015 367.3 モ

絶望の国の幸福な若者たち（講談社＋α文庫　G256-2）
ぜつぼ

古市　憲寿著 講談社 2015 367.6 フ

おひとりさまの最期
おひと

上野　千鶴子著 朝日新聞出版 2015 367.7 ウ



下流老人　一億総老後崩壊の衝撃（朝日新書　520） 正
かりゅう

藤田　孝典著 朝日新聞出版 2015 367.7 フ

老いの整理学（扶桑社新書　172）
おいの

外山　滋比古著 扶桑社 2014 367.7 ト

老い方上手
おいか

上野　千鶴子著 WAVE出版 2014 367.7 オ

老後破産　長寿という悪夢
るご

NHKスペシャル取材班著 新潮社 2015 367.7 ロ

最貧困女子（幻冬舎新書　す-7-1）
さいひん

鈴木　大介著 幻冬舎 2014 368.4 ス

殺人犯との対話
さつじ

小野　一光著 文藝春秋 2015 368.6 オ

塀の中の少年たち　世間を騒がせた未成年犯罪者たちのその後
へいの

斎藤　充功著 洋泉社 2016 368.7 サ

へろへろ　雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々
へろへろ

鹿子　裕文著 ナナロク社 2015 369.2 カ

16歳の語り部
じゅうろ

雁部　那由多語り部 ポプラ社 2016 369.3 ジ

原爆供養塔　忘れられた遺骨の70年
げんば

堀川　惠子著 文藝春秋 2015 369.3 ホ

シングルマザー生活便利帳　5訂版　ひとり親家庭サポートBOOK
しんぐ

新川　てるえ著 太郎次郎社エディタス 2015 369.4 シ

学校に行けない／行かない／行きたくない　第2刷　不登校は恥ではないが名誉でもない
へるす出版新書

がっこ

冨田　和巳著 へるす出版 2008 371.4 ト

菊池省三、最後の教室　学級崩壊立て直し請負人
きくち

吉崎　エイジーニョ著 新潮社 2015 374.1 ヨ

18歳からの選挙Q＆A　政治に新しい風を18歳選挙権
じゅうは

全国民主主義教育研究会編 同時代社 2015 375.3 ジ

モンテッソーリ流「自分でできる子」の育て方　知る、見守る、ときどき助ける
もんて

神成　美輝著 日本実業出版社 2015 376.1 カ

脳が認める勉強法　「学習の科学」が明かす驚きの真実！
のうが

ベネディクト・キャリー著 ダイヤモンド社 2015 379.7 キ

ママのイライラ言葉言い換え辞典　子どもに伝わる！子どもが変わる！
ままの

江藤　真規著 扶桑社 2015 379.9 エ

子どもはみんな問題児。
こども

中川　李枝子著 新潮社 2015 379.9 ナ

小学校前の3年間にできること、してあげたいこと　徳島発・1万2000人を教えた幼児教育のカリスマがすべて回答！

しょうが

祖川　泰治著 すばる舎 2015 379.9 ソ

無理して学校へ行かなくていい、は本当か　今日からできる不登校解決メソッド
むりし

水野　達朗著 PHP研究所 2015 379.9 ミ

いのちと心のごはん学
いのち

小泉　武夫著 NHK出版 2012 383.8 コ

くさい食べもの大全
くさい

小泉　武夫著 東京堂出版 2015 383.8 コ

くさい食べもの大全
くさい

小泉　武夫著 東京堂出版 2015 383.8 コ

江戸の食卓に学ぶ　江戸庶民の“美味しすぎる”知恵（ワニブックス｜PLUS｜新書　140）
えどの

車　浮代著 ワニ・プラス 2015 383.8 ク

食卓の日本史　和食文化の伝統と革新
しょくた

橋本　直樹著 勉誠出版 2015 383.8 ハ

後悔しないお葬式（角川SSC新書　240）
こうか

市川　愛著 KADOKAWA 2015 385.6 イ



ワンランクアップ！50代からの常識＆マナー　マナーにはすべて理由がある！（徳間ゆうゆう生活シリーズ）

わんら

相川　誠著 徳間書店 2015 385.9 ア

マイ・ヴィンテージ・ハロウィン　由来やお祝いのしかたを知っておしゃれにかわいく楽しみたい

まいヴィ

マリオン・ポール著 グラフィック社 2015 386 ポ

山怪　山人が語る不思議な話 1
さんかい

田中　康弘著 山と溪谷社 2015 388.1 タ

零戦7人のサムライ
ぜろせ

森　史朗著 文藝春秋 2015 391.2 モ

高校生にも読んでほしい安全保障の授業
こうこ

佐藤　正久著 ワニブックス 2015 392.1 サ

【自然科学】数学・物理・化学・天文・地球・植物・動物

ニュートリノってナンダ？　理科オンチにもわかる素粒子と宇宙のはなし
にゅー

荒舩　良孝著 誠文堂新光社 2015 429.6 ア

生命の星の条件を探る
せいめい

阿部　豊著 文藝春秋 2015 445 ア

すごい古代生物　ようこそ、奇跡の「もしも動物園」へ
すごい

川崎　悟司著 キノブックス 2015 457.8 カ

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 1
ひとり

柴山　元彦著 創元社 2015 459 シ

散歩が楽しくなる雑草手帳
さんぽ

稲垣　栄洋著 東京書籍 2014 470 イ

へんな生きもの　へんな生きざま
へんな

早川　いくを著 エクスナレッジ 2015 480.4 ハ

死はこわくない
しはこ

立花　隆著 文藝春秋 2015 490.1 タ

訪問看護師が見つめた人間が老いて死ぬということ
ほうもん

宮子　あずさ著 海竜社 2015 490.1 ミ

明日この世を去るとしても、今日の花に水をあげなさい
あした

樋野　興夫著 幻冬舎 2015 490.1 ヒ

【医学・薬学】

あなたの脳のしつけ方
あなた

中野　信子著 青春出版社 2015 491.3 ナ

受験脳の作り方　脳科学で考える効率的学習法（新潮文庫　い-101-3）
じゅけん

池谷　裕二著 新潮社 2011 491.3 イ

見上げれば、必ずどこかに青空が　今日を生きるいのちの言葉
みあげ

樋野　興夫著 ビジネス社 2015 491.6 ヒ

腸をダメにする習慣、鍛える習慣　腸内細菌を育てて免疫力を上げる30の方法（ワニブックス｜PLUS｜新書　094）

ちょうを

藤田　紘一郎著 ワニ・プラス 2013 491.7 フ

腸内フローラ10の真実　やせる！若返る！病気を防ぐ！
ちょうな

NHKスペシャル取材班著 主婦と生活社 2015 491.7 チ

たった5分で体が変わるすごい熱刺激
たった

井本　邦昭著 サンマーク出版 2015 492.5 イ

首を整えると脳が体を治しだす
くびを

島崎　広彦著 アチーブメント出版 2015 492.7 シ

病気がいやならわきの下をもみなさい
びょうき

朝井　麗華著 幻冬舎 2015 492.7 ア

ロカボバイブル　おいしく、楽しく食べて、健康に
ろかぼ

食・楽・健康協会編 幻冬舎 2015 493.1 ロ

死ぬまで歩ける下半身のつくり方
しぬま

宮田　重樹著 大和書房 2015 493.1 ミ



糖尿病専門病院が教える日本で一番おいしいレシピ　1日1600kcalのバランス食
とうにょ

正名会池田病院著 世界文化社 2015 493.1 ト

解放老人　認知症の豊かな体験世界
かいほう

野村　進著 講談社 2015 493.7 ノ

10代の脳　反抗期と思春期の子どもにどう対処するか
じゅうだ

フランシス・ジェンセン著 文藝春秋 2015 493.9 ジ

がんでも長生き心のメソッド
がんで

保坂　隆著 マガジンハウス 2016 494.5 ホ

絶望を希望に変える癌治療 正
ぜつぼ

横内　正典著 たま出版 2013 494.5 ヨ

図解白内障と緑内障の正しい知識と最新治療　「中高年」からの失明原因No．1！
ずかい

戸張　幾生監修 日東書院本社 2015 496.3 ズ

耳は1分でよくなる！　薬も手術もいらない奇跡の聴力回復法
みみは

今野　清志著 自由国民社 2015 496.6 コ

死に方は自分で選ぶ　自宅で死ぬということ
じにか

平尾　良雄著 講談社ビーシー 2016 498 ヒ

沈みゆく大国アメリカ　逃げ切れ！日本の医療（集英社新書　0785）
しずみゆ

堤　未果著 集英社 2015 498 ツ

医療の未来　混合診療で大儲けする人病気になったら全財産がなくなる人（veggy　Books）

いりょう

橋本　英樹著 キラジェンヌ 2015 498.1 ハ

看護婦さんの生活と信条
かんご

ハピイ氏橋イラスト＆文 バジリコ 2015 498.1 ハ

「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本　物忘れしない脳の作り方
ほらあ

茂木　健一郎著 徳間書店 2015 498.3 モ

いくつになっても年をとらない新・9つの習慣（扶桑社新書　201）
いくつ

吉川　敏一著 扶桑社 2016 498.3 ヨ

マイナス10歳の体をつくる「あし育術」
まいな

上田　恵子著 飛鳥新社 2015 498.3 ウ

ゆるめる力　骨ストレッチ　肩も腰も原因は骨でした！
ゆるめ

松村　卓著 文藝春秋 2015 498.3 マ

医者いらずになる「1分間健康法」（ワニブックス｜PLUS｜新書　127）
いしゃ

帯津　良一著 ワニ・プラス 2014 498.3 オ

気にしすぎ人間へ　クヨクヨすることが成長のもとになる
きにし

長沼　睦雄著 青春出版社 2015 498.3 ナ

生涯健康脳　こんなカンタンなことで脳は一生、健康でいられる！（いきいき健康シリーズ）

しょうが

瀧　靖之著 ソレイユ出版 2015 498.3 タ

長く健康でいたければ、「背伸び」をしなさい
ながく

仲野　孝明著 サンマーク出版 2015 498.3 ナ

病気が長引く人、回復がはやい人　胃腸が美しい人は長生きできる
びょうき

江田　証著 幻冬舎 2015 498.3 エ

お金が貯まるダイエット　特売ばかり買う人は、やせられない！
おかね

伊達　友美著 マガジンハウス 2016 498.5 ダ

ひとさじのはちみつ　自然がくれた家庭医薬品の知恵
ひとさ

前田　京子著 マガジンハウス 2015 498.5 マ

健康！やせる！酢タマネギ（TJ　MOOK）
けんこ

周東　寛監修 宝島社 2015 498.5 ケ

健康ココナッツオイル使い方＆レシピ84　アルツハイマーを予防・改善！
けんこ

白澤　卓二監修 池田書店 2014 498.5 ケ

疲れやすい人の食事は何が足りないのか（青春新書PLAY　BOOKS　P-1049）
つから

森　由香子著 青春出版社 2015 498.5 モ

余命3カ月のガンを克服した私が食べたもの　四季の食材と実践レシピ
よみょう

高遠　智子著 祥伝社 2016 498.5 タ



老けない人は何を食べているのか（青春新書PLAY　BOOKS　P-1034）
ふけな

森　由香子著 青春出版社 2015 498.5 モ

世界史を変えた薬（講談社現代新書　2338）
せかい

佐藤　健太郎著 講談社 2015 499 サ

市販薬は成分表示だけ見ればいい　プロが教えるCMだけではわからない“もっと効く”薬の選び方

しはんや

岩井　浩著 誠文堂新光社 2016 499.1 イ

【技術・工学】

地下をゆく　足下に広がる驚愕の世界を巡る！！（イカロスMOOK）
ちかを

イカロス出版 2015 510 チ

今むかし日本の名城88（別冊太陽） 西日本編
いまむかし

平凡社 2012 521.8 イ

今むかし日本の名城88（別冊太陽） 東日本編
いまむかし

平凡社 2012 521.8 イ

リノベーションでつくる古さを生かしたレトロな家（Come　home！HOUSING）
りのべ

主婦と生活社 2016 527 リ

町工場の娘　主婦から社長になった2代目の10年戦争
まちこ

諏訪　貴子著 日経BP社 2014 532 ス

若田光一　日本人のリーダーシップ　ドキュメント宇宙飛行士選抜試験　2（光文社新書　795）

わかた

小原　健右著 光文社 2016 538.9 オ

パナソニック人事抗争史　ドキュメント
ぱなそ

岩瀬　達哉著 講談社 2015 540.6 イ

白菊　伝説の花火師・嘉瀬誠次が捧げた鎮魂の花
しらぎ

山崎　まゆみ著 小学館 2014 575.9 ヤ

すべてがわかる！「発酵食品」事典　基礎知識や解説はもちろん、レシピからお取り寄せまで（食材の教科書シリーズ）

すべて

小泉　武夫監修 世界文化社 2013 588.5 ス

絵でわかる麹のひみつ（絵でわかるシリーズ）
えでわ

小泉　武夫著 講談社 2015 588.5 コ

信州の発酵食
しんしゅ

小泉　武夫著 しなのき書房 2016 588.5 コ

服を買うなら、捨てなさい
ふくを

地曳　いく子著 宝島社 2015 589.2 ジ

【家政学・生活科学】

受け継ぐ暮らし　より子式・四季を愉しむ家しごと（COMODO）
いけつ

坂井　より子著 技術評論社 2015 590 サ

フランス人は10着しか服を持たない　パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣 1
ふらん

ジェニファー・L．スコット著 大和書房 2014 590.4 ス

持たないていねいな暮らし　忙しくても、家が狭くても、子どもがいてもできる
もたな

マキ著 すばる舎 2015 590.4 マ

いつもの100円雑貨なのになぜだかおしゃれに見えるプチDIYの魔法　すぐマネできる45のレシピ

いつも

政尾　恵三子著 主婦の友社 2015 592.7 マ

家庭大工マニュアル　決定版　住まいの修理と手入れのすべて
かていだ

西沢　正和監修 主婦と生活社 2016 592.7 カ

暮らし上手のDIY　ほしいインテリアは、自分で作る。（エイムック　3222）
くらし

〓出版社 2015 592.7 ク

作務衣、甚平、はんてん、日常着　手作りしたい和スタイル
さむえ

ブティック社 2015 593.1 サ

手ぬいで作る可愛い大人のスカート　型紙ナシの簡単ソーイング。自分サイズのスカートが出来ます！

てぬい

遠藤　リカ監修 産業編集センター 2015 593.3 テ

かんたん手作り赤ちゃんスタイ　ふだんぎからおでかけまで
かんた

増山　優子著 日東書院本社 2016 594 マ



かぎ針で編む北欧フィンランドのニット　サンタクロースからの贈り物（Asahi　Original　607）

かぎば

アップルミンツ 2015 594.3 カ

バスケット編み
ばすけ

嶋田　俊之著 文化学園文化出版局 2015 594.3 シ

週末編み物計画
しゅうま

林　ことみ著 筑摩書房 2015 594.3 ハ

かわいい組ひもの教科書　はじめてでもかんたんにつくれる50通りの組み方とアクセサリーのつくり方

かわい

多田　牧子監修 誠文堂新光社 2014 594.4 カ

かわいくて毎日使いたい！お役立ちバッグ＆小物
かわいく

Happiness著 主婦と生活社 2015 594.7 ハ

すぐ縫ってすぐ持ちたい！毎日使えるバッグ＆ポーチ（生活実用シリーズ）
すぐぬ

NHK出版 2015 594.7 ス

cookpadダイエット厳選！やせるレシピ
くっく

クックパッド株式会社監修 新星出版社 2016 596 ク

ココナッツオイルの本（SPACE　SHOWER　BOOKS）
ここな

coconut　oil　project編 スペースシャワーネットワーク 2015 596 コ

このレシピがすごい！　伝説の名レシピを読み解く（扶桑社新書　181）
このれ

土屋　敦著 扶桑社 2015 596 ツ

つくおき　週末まとめて作り置きレシピ（美人時間ブック） 1
つくお

nozomi著 光文社 2015 596 ノ

ひんやりスープ　野菜たっぷり、冷蔵庫に常備していつでも飲める
ひんや

丸山　久美著 誠文堂新光社 2015 596 マ

ふたり暮らしのシニアごはん　シンプルに、ていねいに、夫婦で楽しむ食生活
ふたり

中野　佐和子著 学研プラス 2015 596 ナ

ほっとくだけで味が決まる漬けたら、すぐおいしい！（講談社のお料理BOOK）
ほっと

堤　人美著 講談社 2015 596 ツ

レシピブログの大人気レシピBEST100　最新版　永久保存版　簡単＆絶品！1冊丸ごとやみつきレシピ

れしぴ

宝島社 2016 596 レ

女ひとりの夜つまみ
おんな

ツレヅレハナコ著 幻冬舎 2016 596 ツ

有元葉子とクロワッサンのひと工夫で格段においしくなるシンプル家庭料理
ありも

有元　葉子著 マガジンハウス 2016 596 ア

バターを使わないまいにちグラタン　野菜もお豆もたっぷりでヘルシーに
ばたー

藤井　恵著 日本文芸社 2015 596.2 フ

おにぎらずアイデア帳　毎日のお弁当をおいしく、かわいく、かんたんに！
おにぎ

金丸　絵里加著 東京書店 2015 596.3 カ

おにぎらずとおにぎりの本　おべんとうに大活躍！（エイムック　3026）
おにぎ

星野　奈々子著 〓出版社 2015 596.3 ホ

クックパッドのおいしい厳選！魚介レシピ
くっく

クックパッド株式会社監修 新星出版社 2015 596.3 ク

使えるじゃがいもレシピ　煮ても、揚げても、炒めても。優秀素材をフル活用の和・洋・中105品

つかえ

小泉　功二著 柴田書店 2015 596.3 ツ

凍り野菜レシピ　うま味凝縮　塩分控えめ　さらに時短！
こおり

是友　麻希著 池田書店 2015 596.3 コ

農業女子のおうちごはん　農業女子56人の秘密の美味レシピ
のうぎょ

「農業女子プロジェクト」料理部著 洋泉社 2016 596.3 ノ

野菜のおかず決定版　野菜好きの管理栄養士が厳選！
やさい

野菜をおいしく食べる会編 家の光協会 2015 596.3 ヤ

サラ弁　サラリーマン男子が求めるがっつり＆超ウマッ弁当
さらべ

ほりえ　さちこ著 主婦と生活社 2015 596.4 ホ

スープジャー弁当　太らない新ランチ習慣
すーぷ

弥冨　秀江著 宝島社 2016 596.4 イ



てんきち母ちゃんの朝10分、あるものだけでほめられ弁当
てんき

井上　かなえ著 文藝春秋 2015 596.4 イ

ハロウィンパーティレシピ　おいしく！楽しく！ゴージャスに！
はろう

木村　幸子著 主婦の友インフォス情報社 2015 596.4 キ

ざくざく焼き菓子　ついつい夢中で食べすぎちゃう満足おやつ
ざくざく

真藤　舞衣子著 文化学園文化出版局 2015 596.6 シ

タルティーヌとクロック　フランス式のっけパンとホットサンド
たるてぃ

サルボ恭子著 東京書籍 2015 596.6 サ

ブラウニーとガトーショコラ　板チョコと好みのオイルで作れるプレミアムな味
ぶらう

石橋　かおり著 文化学園文化出版局 2015 596.6 イ

ホームメイドアイスバー　アイスクリームメーカーなしで流しこむだけ
ほーむ

荻田　尚子著 主婦の友社 2015 596.6 オ

ホットケーキミックスでイベントおやつ大集合！　誕生日、ハロウィン、クリスマス、バレンタインにぴったり
主婦の友生活シリーズ

ほっと

主婦の友社 2015 596.6 ホ

マシュマロスイーツ
ましゅ

下迫　綾美著 主婦の友社 2015 596.6 シ

今日もかき氷　完全版（CASA　BOOKS）
きょうも

蒼井　優著 マガジンハウス 2013 596.6 ア

スタア・バーのカクテルブック（文春新書　1040）
すたあ

岸　久著 文藝春秋 2015 596.7 キ

雑貨と家具をかっこよくリメイクする本　リメ缶、工業用パーツ、フォントステンシルetc．
（学研インテリアムック）

ざっか

学研パブリッシング 2015 597 ザ

人生がときめく片づけの魔法 2
じんせ

近藤　麻理恵著 サンマーク出版 2012 597.5 コ

つよい体をつくる離乳食と子どもごはん　免疫力アップ！病気にならない！アレルギーを寄せ付けない！

つよい

山田　奈美著 主婦と生活社 2015 599.3 ヤ

おやすみ、ロジャー（魔法のぐっすり絵本）
おやす

カール＝ヨハン・エリーン著 飛鳥新社 2015 599.4 エ

【産業】農業・林業・水産業・商業・運輸・通信

亡国の農協改革　日本の食料安保の解体を許すな
ぼうこ

三橋　貴明著 飛鳥新社 2015 611.6 ミ

GDP4％の日本農業は自動車産業を超える（講談社＋α新書　713-1C）
じーでぃー

窪田　新之助著 講談社 2015 612.1 ク

そらまめ　とびきり小さなお馬さん
そらま

スエトシ牧場著 文藝春秋 2015 645.2 ソ

老猫と歩けば。
ろうびょ

斉藤　ユカ著 幻冬舎 2015 645.6 サ

猟師の肉は腐らない
りょうし

小泉　武夫著 新潮社 2014 659 コ

猟師の肉は腐らない
りょうし

小泉　武夫著 新潮社 2014 659 コ

猟師の肉は腐らない
りょうし

小泉　武夫著 新潮社 2014 659 コ

牡蠣とトランク
かきと

畠山　重篤著 ワック 2015 666.7 ハ

頭を下げずに「時短」で商品を売る方法
あたまを

五丈　凛華著 サンマーク出版 2015 673.3 ゴ

〈小さい交通〉が都市を変える　マルチ・モビリティ・シティをめざして
ちいさい

大野　秀敏著 NTT出版 2015 681.8 チ

仁義なき宅配　ヤマトVS佐川VS日本郵便VSアマゾン
じんぎ

横田　増生著 小学館 2015 685.9 ヨ



ディズニーに行く前に知っておくと得する66の知識
でぃず

みっこ著 文響社 2015 689.3 ミ

子どもと行く！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン得口コミ！まるごと攻略ファミリーガイド

こども

テーマパーク研究会著 メイツ出版 2015 689.3 コ

箱根富士屋ホテル物語（小学館文庫　や25-1）
はこね

山口　由美著 小学館 2015 689.8 ヤ

いちばんやさしい60代からのiPhone
いちば

増田　由紀著 日経BP社 2014 694.6 マ

1989年のテレビっ子　たけし、さんま、タモリ、加トケン、紳助、とんねるず、ウンナン、ダウンタウン、その他多くの芸人とテレビマン、そして11歳の僕の青春記

せんきゅ

戸部田　誠著 双葉社 2016 699.6 ト

泣き虫プロデューサーの遺言状　TVヒーローと歩んだ50年
なきむし

平山　亨著 講談社 2012 699.6 ヒ

【芸術・美術】

日本人にとって美しさとは何か
にほん

高階　秀爾著 筑摩書房 2015 702.1 タ

ゲゲゲのゲーテ　水木しげるが選んだ93の「賢者の言葉」（双葉新書　115）
げげげ

水木　しげる著 双葉社 2015 726.1 ミ

火の鳥　異形編・生命編 9
ひのと

手塚　治虫著 朝日新聞出版 2009 726.1 テ

火の鳥　太陽編　上 10
ひのと

手塚　治虫著 朝日新聞出版 2009 726.1 テ

毎日かあさん　母娘つんつか編 12
まいに

西原　理恵子著 毎日新聞出版 2015 726.1 サ

野武士のグルメ　漫画版 1st
のぶし

久住　昌之原作 幻冬舎 2014 726.1 ツ

野武士のグルメ　漫画版 2nd
のぶし

久住　昌之原作 幻冬舎 2015 726.1 ツ

優しいライオン　やなせたかし先生からの贈り物
やさし

小手鞠　るい著 講談社 2015 726.1 コ

理系クン　イクメンできるかな？
りけい

高世　えり子著 文藝春秋 20015 726.1 タ

いちばんやさしい60代からのワード絵画　四季のイラスト 1
いちば

古賀　昭著 日経BP社 2015 726.5 コ

いちばんやさしい60代からのワード絵画　四季のイラスト 2
いちば

古賀　昭著 日経BP社 2015 726.5 コ

絵本の絵を読み解く
えほん

杉浦　範茂著・ブックデザイン 読書サポート 2015 726.5 ス

キャパへの追走
きゃぱ

沢木　耕太郎著 文藝春秋 2015 740.2 サ

今すぐ使えるかんたんビデオ編集＆DVD作り（Imasugu　Tsukaeru　Kantan　Series）
います

リンクアップ著 技術評論社 2016 746.7 イ

幸せのしずく
しあわせ

浅井　美紀著 扶桑社 2015 748 ア

はじまりのコップ　左藤吹きガラス工房奮闘記
はじま

木村　衣有子文・写真 亜紀書房 2015 751.5 キ

かんたん手づくりかわいいポップアップミニカード
かんた

シマダ　チカコ著 子どもの未来社 2015 754.9 シ

広告チラシでつくる世界の飾り小物
こうこ

あおき　いくこ著 PHP研究所 2016 754.9 ア

うたえる！ひける！ピアノ曲集　こどもの歌で楽しいレッスン 2014アニメ編
うたえ

橋本　晃一編 ドレミ楽譜出版社 2014 763.2 ウ



ゆったり弾きたいオトナの初心者ピアノ（シンコー・ミュージック・ムック） 2014改訂版
ゆった

シンコーミュージック・エンタテイメント 2014 763.2 ユ

ゴールデンヒットソング　欲しかった楽譜が見つかる！人気アーティスト＆歴代人気曲大特集！！
（ブルーガイド・グラフィック）

ごーる

実業之日本社 2015 767.8 ゴ

シニアのためのヒット歌謡曲集（懐かしい歌・心やすらぐ歌）
しにあ

芝　泰志編 音楽之友社 2013 767.8 シ

だから、生きる。
だから

つんく♂著 新潮社 2015 767.8 ツ

娘になった妻、のぶ代へ　大山のぶ代「認知症」介護日記
むすめ

砂川　啓介著 双葉社 2015 772.1 サ

昭和の名優100列伝
しょうわ

新井　恵美子著 北辰堂出版 2015 778.2 ア

新しい道徳　「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか
あたら

北野　武著 幻冬舎 2015 778.2 キ

真田丸（NHK大河ドラマ・ストーリー） 前編
さなだ

NHK出版 2016 778.8 サ

現在落語論
げんざい

立川　吉笑著 毎日新聞出版 2015 779.1 タ

赤めだか
あかめ

立川　談春著 扶桑社 2008 779.1 タ

ばんざいまたね
ばんざ

萩本　欽一著 ポプラ社 2015 779.9 ハ

【スポーツ・体育】

天才を作る親たちのルール　トップアスリート誕生秘話（Sports　Graphic　Number　Books）

てんさ

吉井　妙子著 文藝春秋 2016 780.2 ヨ

青トレ　青学駅伝チームのコアトレーニング＆ストレッチ
あおと

原　晋著 徳間書店 2015 782 ハ

魔法をかける　アオガク「箱根駅伝」制覇までの4000日
まほう

原　晋著 講談社 2015 782.3 ハ

FIFA腐敗の全内幕
ふぃふぁ

アンドリュー・ジェニングス著 文藝春秋 2015 783.4 ジ

なぜ彼女たちはカープに萌えるのか　新〈カープ女子〉論
なぜか

迫　勝則著 KADOKAWA 2015 783.7 サ

羽生結弦語録
はぶゆ

羽生　結弦著 ぴあ 2015 784.6 ハ

イラスト・クライミング　増補改訂新版
いらす

阿部　亮樹著 東京新聞 2012 786.1 ア

山小屋の主人を訪ねて
やまご

高桑　信一著 東京新聞 2014 786.1 タ

私には山がある　大きな愛に包まれて（100年インタビュー）
わたしに

田部井　淳子著 PHP研究所 2015 786.1 タ

【諸芸・娯楽】

羽生善治闘う頭脳（文春ムック）
はぶよ

文藝春秋 2015 796 ハ

【言語】

超一流の雑談力
ちょうい

安田　正著 文響社 2015 809.4 ヤ

夏井いつきの美しき、季節と日本語　手紙やメールで使いたい表現力のお手本帖
なつい

夏井　いつき著 ワニブックス 2015 816.6 ナ



目でみる漢字
めでみ

おかべ　たかし文 東京書籍 2015 821.2 オ

【日本文学】

このミステリーがひどい！
このみ

小谷野　敦著 飛鳥新社 2015 902 コ

愛の顛末　純愛とスキャンダルの文学史
あいのて

梯　久美子著 文藝春秋 2015 910 カ

おんなのこ
おんな

くどう　なおこ著 幻戯書房 2015 911 ク

芸人と俳人
げいに

又吉　直樹著 集英社 2015 911 マ

95
きゅうじゅ

早見　和真著 KADOKAWA 2015 913 ハ

「いじめ」をめぐる物語
いじめ

荻原　浩著 朝日新聞出版 2015 913 イ

「ななつ星」極秘作戦（十津川警部シリーズ）
ななつ

西村　京太郎著 文藝春秋 2015 913 ニ

『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろしブック vol．10
このみ

『このミステリーがすごい！』編集部編 宝島社 2015 913 コ

『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろしブック vol．9
このみ

『このミステリーがすごい！』編集部編 宝島社 2015 913 コ

100万分の1回のねこ
ひゃく

江國　香織著 講談社 2015 913 ヒ

2．43　清陰高校男子バレー部 second　season
にてん

壁井　ユカコ著 集英社 2015 913 カ

Aではない君と
えーで

薬丸　岳著 講談社 2015 913 ヤ

Bハナブサへようこそ
びーはな

内山　純著 東京創元社 2014 913 ウ

Masato
まさと

岩城　けい著 集英社 2015 913 イ

SARA　女性外交官・ロシア特命担当
さらじょ

麻生　幾著 幻冬舎 2016 913 ア

あきない世傳金と銀　源流篇（ハルキ文庫　た19-15） 1
あきな

高田　郁著 角川春樹事務所 2016 913 タ

あと少し、もう少し
あとす

瀬尾　まいこ著 新潮社 2012 913 セ

あなたが消えた夜に
あなた

中村　文則著 毎日新聞出版 2015 913 ナ

あの家に暮らす四人の女
あのいえ

三浦　しをん著 中央公論新社 2015 913 ミ

あの女（幻冬舎文庫　ま-25-2）
あのお

真梨　幸子著 幻冬舎 2015 913 マ

あの人が同窓会に来ない理由
あのひ

はらだ　みずき著 幻冬舎 2015 913 ハ

アメリカ最後の実験
あめり

宮内　悠介著 新潮社 2016 913 ミ

アリス殺し（創元クライム・クラブ）
ありす

小林　泰三著 東京創元社 2013 913 コ

アルテーミスの采配
あるて

真梨　幸子著 幻冬舎 2015 913 マ



ある閉ざされた雪の山荘で（講談社文庫）
あると

東野　圭吾著 講談社 1996 913 ヒ

イモータル（中公文庫　は66-2）
いもー

萩　耿介著 中央公論新社 2014 913 ハ

ウィメンズマラソン
うぃず

坂井　希久子著 角川春樹事務所 2015 913 サ

ウォーク・イン・クローゼット
うおー

綿矢　りさ著 講談社 2015 913 ワ

うずら大名
うずら

畠中　恵著 集英社 2015 913 ハ

エンジェルボール（双葉文庫　ひ-16-01） 1
えんじぇ

飛騨　俊吾著 双葉社 2015 913 ヒ

エンジェルボール（双葉文庫　ひ-16-02） 2
えんじぇ

飛騨　俊吾著 双葉社 2015 913 ヒ

オールド・テロリスト
おーる

村上　龍著 文藝春秋 2015 913 ム

おしょりん
おしょ

藤岡　陽子著 ポプラ社 2016 913 フ

オムライス日和（ハルキ文庫　い20-2）
おむら

伊吹　有喜著 角川春樹事務所 2016 913 イ

お伊勢まいり（新・御宿かわせみ　6）
おいせ

平岩　弓枝著 文藝春秋 2016 913 ヒ

お引っ越し
おひっこ

真梨　幸子著 KADOKAWA 2015 913 マ

キッチン・ブルー
きっち

遠藤　彩見著 新潮社 2015 913 エ

ギブ・ミー・ア・チャンス
ぎぶみ

荻原　浩著 文藝春秋 2015 913 オ

きわこのこと
きわこ

まさき　としか著 幻冬舎 2015 913 マ

クズリ
くずり

柴田　哲孝著 講談社 2015 913 シ

クラウド・ナイン
くらう

服部　真澄著 講談社 2015 913 ハ

クラスメイツ 前期
くらす

森　絵都著 偕成社 2014 913 モ

クラスメイツ 後期
くらす

森　絵都著 偕成社 2014 913 モ

くれなゐの紐
くれな

須賀　しのぶ著 光文社 2016 913 ス

ここで、君の隣に任意の異性を代入する　新感覚青春恋愛小説
ここで

竹田　真太朗著 講談社 2015 913 タ

この君なくば（朝日文庫　は39-2）
このき

葉室　麟著 朝日新聞出版 2015 913 ハ

さよなら、ニルヴァーナ
さよな

窪　美澄著 文藝春秋 2015 913 ク

さらば南紀の海よ（C・NOVELS　29-27）
さらば

西村　京太郎著 中央公論新社 2013 913 ニ

スクラップ・アンド・ビルド
すくら

羽田　圭介著 文藝春秋 2015 913 ハ

すしそばてんぷら
すしそ

藤野　千夜著 角川春樹事務所 2016 913 フ



スタンダップダブル！　甲子園ステージ（ハルキ文庫　し12-2） 2
すたん

小路　幸也著 角川春樹事務所 2016 913 シ

スタンダップダブル！（ハルキ文庫　し12-1） 1
すたん

小路　幸也著 角川春樹事務所 2015 913 シ

ゼロデイ　警視庁公安第五課
ぜろでぃ

福田　和代著 幻冬舎 2015 913 フ

その姿の消し方
そのす

堀江　敏幸著 新潮社 2016 913 ホ

その時までサヨナラ
そのと

山田　悠介著 文芸社 2008 913 ヤ

だれもが知ってる小さな国　Colobockle　Story
だれも

有川　浩著 講談社 2015 913 ア

たんぽぽ団地
たんぽ

重松　清著 新潮社 2015 913 シ

ちゃんぽん食べたかっ！
ちゃんぽ

さだ　まさし著 NHK出版 2015 913 サ

つまをめとらば
つまを

青山　文平著 文藝春秋 2015 913 ア

デス・エンジェル
ですえ

久間　十義著 新潮社 2015 913 ヒ

でんでら国
でんでら

平谷　美樹著 小学館 2015 913 ヒ

トイレのピエタ
といれ

松永　大司著 文藝春秋 2015 913 マ

となりのセレブたち
となり

篠田　節子著 新潮社 2015 913 シ

とにかくうちに帰ります
とにか

津村　記久子著 新潮社 2012 913 ツ

ドルフィン・ソングを救え！
どるふぃ

樋口　毅宏著 マガジンハウス 2015 913 ヒ

ナイルパーチの女子会
ないる

柚木　麻子著 文藝春秋 2015 913 ユ

にじいろガーデン
にじい

小川　糸著 集英社 2014 913 オ

はかぼんさん　空蝉風土記
はかぼ

さだ　まさし著 新潮社 2012 913 サ

はだれ雪
はだれ

葉室　麟著 KADOKAWA 2015 913 ハ

ヒクイドリ　警察庁図書館
ひくい

古野　まほろ著 幻冬舎 2015 913 フ

ヒトでなし 金剛界の章
ひとで

京極　夏彦著 新潮社 2015 913 キ

ヒトリコ
ひとり

額賀　澪著 小学館 2015 913 ヌ

ひりつく夜の音
ひりつ

小野寺　史宜著 新潮社 2015 913 オ

ふくわらい（朝日文庫　に14-1）
ふくわ

西　加奈子著 朝日新聞出版 2015 913 ニ

ふたえ
ふたえ

白河　三兎著 祥伝社 2015 913 シ

ふなふな船橋
ふなふ

吉本　ばなな著 朝日新聞出版 2015 913 ヨ



プラージュ
ぷらー

誉田　哲也著 幻冬舎 2015 913 ホ

ブルーアウト
ぷるー

鈴木　光司著 小学館 2015 913 ス

ブルーマーダー（光文社文庫　ほ4-11）
ぷるー

誉田　哲也著 光文社 2015 913 ホ

ブロッケンの悪魔　南アルプス山岳救助隊K-9
ぶろっけ

樋口　明雄著 角川春樹事務所 2016 913 ヒ

プロフェッション
ぷろふぇ

今野　敏著 講談社 2015 913 コ

ぼくは明日、昨日のきみとデートする（宝島社文庫　Cな-10-1）
ぼくは

七月　隆文著 宝島社 2014 913 ナ

ポンコツ探偵の名推理
ぽんこ

滝田　務雄著 幻冬舎 2015 913 タ

また、同じ夢を見ていた
またお

住野　よる著 双葉社 2016 913 ス

まったなし（「まんまこと」シリーズ　5）
まった

畠中　恵著 文藝春秋 2015 913 ハ

ママがやった
ままが

井上　荒野著 文藝春秋 2016 913 イ

ミナトホテルの裏庭には
みなと

寺地　はるな著 ポプラ社 2016 913 テ

ムーンナイト・ダイバー
むーん

天童　荒太著 文藝春秋 2016 913 テ

メメント・モリ
めめん

原田　宗典著 新潮社 2015 913 ハ

モナドの領域
もなど

筒井　康隆著 新潮社 2015 913 ツ

ラプラスの魔女
らぷらす

東野　圭吾著 KADOKAWA 2015 913 ヒ

ラメルノエリキサ
らめるの

渡辺　優著 集英社 2016 913 ワ

リップヴァンウィンクルの花嫁
りっぷ

岩井　俊二著 文藝春秋 2015 913 イ

ロマンシエ
ろまん

原田　マハ著 小学館 2015 913 ハ

ロング・ロング・ホリディ
ろんぐ

小路　幸也著 PHP研究所 2016 913 シ

わかれ
わかれ

瀬戸内　寂聴著 新潮社 2015 913 セ

わが心のジェニファー
わがこ

浅田　次郎著 小学館 2015 913 ア

わたしの神様
わたし

小島　慶子著 幻冬舎 2015 913 コ

わたしの宝石
わたし

朱川　湊人著 文藝春秋 2016 913 シ

悪道　五右衛門の復讐 4
あくど

森村　誠一著 講談社 2015 913 モ

悪名残すとも
あくめ

吉川　永青著 KADOKAWA 2015 913 ヨ

暗い穴（ハルキ文庫　と5-6）
くらい

堂場　瞬一著 角川春樹事務所 2015 913 ド



闇医者おゑん秘録帖
やみい

あさの　あつこ著 中央公論新社 2013 913 ア

異郷の友人
いきょう

上田　岳弘著 新潮社 2016 913 ウ

異類婚姻譚
いるいこ

本谷　有希子著 講談社 2016 913 モ

維新の肖像
いしん

安部　龍太郎著 潮出版社 2015 913 ア

遺譜　浅見光彦最後の事件（浅見光彦シリーズ） 上
いふあ

内田　康夫著 KADOKAWA 2014 913 ウ

遺譜　浅見光彦最後の事件（浅見光彦シリーズ） 下
いふあ

内田　康夫著 KADOKAWA 2014 913 ウ

院内カフェ
いんな

中島　たい子著 朝日新聞出版 2015 913 ナ

陰陽師　鼻の上人（「陰陽師」シリーズ　絵物語4）
おんみょ

夢枕　獏文 文藝春秋 2015 913 ユ

烏に単は似合わない（八咫烏シリーズ　1）
からす

阿部　智里著 文藝春秋 2012 913 ア

影の中の影
かげの

月村　了衛著 新潮社 2015 913 ツ

永い言い訳
ながい

西川　美和著 文藝春秋 2015 913 ニ

炎の塔
ほのお

五十嵐　貴久著 祥伝社 2015 913 イ

往復書簡
おうふく

湊　かなえ著 幻冬舎 2010 913 ミ

横濱王
よこはま

永井　紗耶子著 小学館 2015 913 ナ

黄金の時　Searching　for　his　youth　lost
おうご

堂場　瞬一著 文藝春秋 2015 913 ド

屋上のウインドノーツ
おくじょ

額賀　澪著 文藝春秋 2015 913 ヌ

温泉妖精
おんせ

黒名　ひろみ著 集英社 2016 913 ク

下山事件　暗殺者たちの夏
しもや

柴田　哲孝著 祥伝社 2015 913 シ

下町ロケット　ガウディ計画 2
したま

池井戸　潤著 小学館 2015 913 イ

化学探偵Mr．キュリー（中公文庫　き40-1） 1
かがく

喜多　喜久著 中央公論新社 2013 913 キ

化学探偵Mr．キュリー（中公文庫　き40-2） 2
かがく

喜多　喜久著 中央公論新社 2014 913 キ

家へ
いえへ

石田　千著 講談社 2015 913 イ

家族の哲学
かぞく

坂口　恭平著 毎日新聞出版 2015 913 サ

火花
ひばな

又吉　直樹著 文藝春秋 2015 913 マ

花の回廊（新潮文庫　み-12-54）
はなの

宮本　輝著 新潮社 2010 913 ミ

花鳥茶屋せせらぎ
かちょう

志川　節子著 祥伝社 2015 913 シ



過ぎ去りし王国の城
すぎさ

宮部　みゆき著 KADOKAWA 2015 913 ミ

我が家のヒミツ
わがや

奥田　英朗著 集英社 2015 913 オ

回廊封鎖
かいろ

佐々木　譲著 集英社 2012 913 サ

悔いてのち
くいて

永瀬　隼介著 光文社 2015 913 ナ

海難1890（小学館文庫　と8-5）
かいなん

小松　江里子脚本 小学館 2015 913 ト

蟹工船（現代語訳名作シリーズ　3）
かにこ

小林　多喜二作 理論社 2014 913 コ

還暦シェアハウス（novella＊1200）
かんれ

泉　麻人著 中央公論新社 2015 913 イ

記憶破断者
きおく

小林　泰三著 幻冬舎 2015 913 コ

鬼はもとより
おには

青山　文平著 徳間書店 2014 913 ア

鬼神の如く　黒田叛臣伝
きじん

葉室　麟著 新潮社 2015 913 ハ

鬼面の賊（ハルキ文庫　と4-30）
きめん

鳥羽　亮著 角川春樹事務所 2015 913 ト

去年の夏、ぼくが学んだこと
きょね

片岡　義男著 東京書籍 2015 913 カ

居酒屋ぼったくり 4
いざか

秋川　滝美著 アルファポリス 2015 913 ア

巨悪利権（文春文庫　は41-6）
きょあ

濱　嘉之著 文藝春秋 2015 913 ハ

虚人の星
きょじ

島田　雅彦著 講談社 2015 913 シ

教団X
きょうだ

中村　文則著 集英社 2014 913 ナ

極悪専用
ごくあ

大沢　在昌著 文藝春秋 2015 913 オ

錦の松（ハルキ文庫　な10-6）
にしき

中島　要著 角川春樹事務所 2016 913 ナ

金沢男川女川殺人事件　長編旅情推理（ノン・ノベル　1023）
かなざ

梓　林太郎著 祥伝社 2015 913 ア

空棺の烏（八咫烏シリーズ　4）
くうかん

阿部　智里著 文藝春秋 2015 913 ア

君の膵臓をたべたい
きみの

住野　よる著 双葉社 2015 913 ス

兄の背中（ハルキ文庫　ち1-23）
あにの

千野　隆司著 角川春樹事務所 2015 913 チ

鯨分限
くじら

伊東　潤著 光文社 2015 913 イ

血脈の火（新潮文庫）
けつみゃ

宮本　輝著 新潮社 1999 913 ミ

月の輪草子
つきの

瀬戸内　寂聴著 講談社 2012 913 セ

月神
げっし

井上　敏樹著 朝日新聞出版 2015 913 イ



犬の掟
いぬの

佐々木　譲著 新潮社 2015 913 サ

鍵の掛かった男（火村シリーズ）
かぎの

有栖川　有栖著 幻冬舎 2015 913 ア

孤狼の血
ころう

柚月　裕子著 KADOKAWA 2015 913 ユ

御奉行の頭の火照り（物書同心居眠り紋蔵　14）
おぶぎょ

佐藤　雅美著 講談社 2015 913 サ

御用船帰還せず
ごよう

相場　英雄著 幻冬舎 2015 913 ア

誤断
ごはん

堂場　瞬一著 中央公論新社 2014 913 ド

光の庭
ひかり

吉川　トリコ著 光文社 2016 913 ヨ

公器の幻影
こうき

芦崎　笙著 小学館 2015 913 ア

校閲ガール　ア・ラ・モード
こうえ

宮木　あや子著 KADOKAWA 2015 913 ミ

皇帝の剣　長編時代小説（祥伝社文庫　か8-12） 上
こうて

門田　泰明著 祥伝社 2015 913 カ

皇帝の剣　長編時代小説（祥伝社文庫　か8-13） 下
こうて

門田　泰明著 祥伝社 2015 913 カ

考えられないこと
かんが

河野　多惠子著 新潮社 2015 913 コ

高野聖（現代語訳名作シリーズ　4）
こうや

泉　鏡花作 理論社 2014 913 イ

骨風
こっぷ

篠原　勝之著 文藝春秋 2015 913 シ

左近 上
さこん

火坂　雅志著 PHP研究所 2015 913 ヒ

左近 下
さこん

火坂　雅志著 PHP研究所 2015 913 ヒ

座卓と草鞋と桜の枝と
ざたく

会川　いち著 アルファポリス 2015 913 ア

坂の途中の家
さかのと

角田　光代著 朝日新聞出版 2016 913 カ

山月記（現代語訳名作シリーズ　2）
さんげつ

中島　敦作 理論社 2014 913 ナ

残業税
ざんぎょ

小前　亮著 光文社 2015 913 コ

死んでいない者
しんで

滝口　悠生著 文藝春秋 2016 913 タ

獅子吼
ししく

浅田　次郎著 文藝春秋 2016 913 ア

私と、妻と、妻の犬
わたしと

杉山　隆男著 新潮社 2015 913 ス

私の恋人
わたしの

上田　岳弘著 新潮社 2015 913 ウ

持たざる者
もたざ

金原　ひとみ著 集英社 2015 913 カ

捨てる　アンソロジー
すてる

大崎　梢著 文藝春秋 2015 913 ス



邪心（講談社文庫　と55-3）
じゃし

堂場　瞬一著 講談社 2015 913 ド

呪文
じゅも

星野　智幸著 河出書房新社 2015 913 ホ

終わった人
おわった

内館　牧子著 講談社 2015 913 ウ

十津川警部猫と死体はタンゴ鉄道に乗って（講談社ノベルス　ニB-60）
とつか

西村　京太郎著 講談社 2012 913 ニ

十津川警部北陸新幹線殺人事件　長編トラベル・ミステリー（JOY　NOVELS）
とつか

西村　京太郎著 実業之日本社 2016 913 ニ

出版禁止
しゅっぱ

長江　俊和著 新潮社 2014 913 ナ

女神（探偵・竹花）
めがみ

藤田　宜永著 光文社 2016 913 フ

小松とうさちゃん
こまつ

絲山　秋子著 河出書房新社 2016 913 イ

小説サイドライン（小学館文庫　ふ23-1）
しょうせ

福山　桜子著 小学館 2015 913 フ

小説土佐堀川　新装改訂版　女性実業家・広岡浅子の生涯
しょうせ

古川　智映子著 潮出版社 2015 913 フ

少女の時間（創元クライム・クラブ）
しょうじょ

樋口　有介著 東京創元社 2016 913 ヒ

消滅　VANISHING　POINT
しょうめ

恩田　陸著 中央公論新社 2015 913 オ

象は忘れない
ぞうは

柳　広司著 文藝春秋 2016 913 ヤ

上州密殺旅（徳間文庫　と20-34）
じょうしゅ

鳥羽　亮著 徳間書店 2016 913 ト

信長の肖像
のぶな

志野　靖史著 朝日新聞出版 2015 913 シ

真実の10メートル手前
しんじ

米澤　穂信著 東京創元社 2015 913 ヨ

真昼の心中
まひる

坂東　眞砂子著 集英社 2015 913 バ

神剣　人斬り彦斎
しんけん

葉室　麟著 角川春樹事務所 2016 913 ハ

神様のカルテ 0
かみさ

夏川　草介著 小学館 2015 913 ナ

親鸞（名作小説） 1
しんら

吉川　英治著 1万年堂出版 2015 913 ヨ

親鸞（名作小説） 2
しんら

吉川　英治著 1万年堂出版 2015 913 ヨ

親鸞（名作小説） 3
しんら

吉川　英治著 1万年堂出版 2015 913 ヨ

親鸞（名作小説） 4
しんら

吉川　英治著 1万年堂出版 2015 913 ヨ

人魚の眠る家
にんぎょ

東野　圭吾著 幻冬舎 2015 913 ヒ

人類資金 下
じんる

福井　晴敏著 講談社 2015 913 フ

水死人の帰還
すいし

小野　正嗣著 文藝春秋 2015 913 オ



杉下右京の多忙な休日
ずぎし

碇　卯人著 朝日新聞出版 2015 913 イ

世界の果てのこどもたち
せかい

中脇　初枝著 講談社 2015 913 ナ

政争（徳間文庫　う9-39）
せいそう

上田　秀人著 徳間書店 2015 913 ウ

星宿る虫
ほしや

嶺里　俊介著 光文社 2016 913 ミ

生還者
せいか

下村　敦史著 講談社 2015 913 シ

聖母
せいぼ

秋吉　理香子著 双葉社 2015 913 ア

声のお仕事
こえの

川端　裕人著 文藝春秋 2016 913 カ

誓約
せいや

薬丸　岳著 幻冬舎 2015 913 ヤ

千春の婚礼（新・御宿かわせみ　5）
ちはる

平岩　弓枝著 文藝春秋 2015 913 ヒ

尖閣ゲーム
えんかく

青木　俊著 幻冬舎 2016 913 ア

戦旗　大坂の陣最後の二日間
せんきゅ

松永　弘高著 朝日新聞出版 2016 913 マ

戦場のコックたち
せんじょ

深緑　野分著 東京創元社 2015 913 フ

浅草料理捕物帖　市太郎ずし（ハルキ文庫　こ6-29） 2
あさく

小杉　健治著 角川春樹事務所 2015 913 コ

蘇生
そせい

五十嵐　貴久著 PHP研究所 2015 913 イ

双頭の蜥蜴（サラマンダー）
そうとう

乾石　智子著 講談社 2015 913 イ

総理にされた男
そうり

中山　七里著 NHK出版 2015 913 ナ

大原御幸　帯に生きた家族の物語
おおはら

林　真理子著 講談社 2014 913 ハ

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう（宝島社文庫　Cや-6-1） 1
おおえど

山本　巧次著 宝島社 2015 913 ヤ

大川契り（善人長屋　3）
おおかわ

西條　奈加著 新潮社 2015 913 サ

地の星　改版（新潮文庫）
ちのほ

宮本　輝著 新潮社 2005 913 ミ

中島ハルコの恋愛相談室
なかじ

林　真理子著 文藝春秋 2015 913 ハ

中野のお父さん
なかの

北村　薫著 文藝春秋 2015 913 キ

朝が来る
あさが

辻村　深月著 文藝春秋 2015 913 ツ

長いお別れ
ながい

中島　京子著 文藝春秋 2015 913 ナ

長篠の四人　信長の難題
ながし

鈴木　輝一郎著 毎日新聞出版 2015 913 ス

天の夜曲（新潮文庫）
てんの

宮本　輝著 新潮社 2005 913 ミ



天下人の茶
てんか

伊東　潤著 文藝春秋 2015 913 イ

天空の救命室　航空自衛隊航空機動衛生隊
てんく

福田　和代著 徳間書店 2015 913 フ

天空の蜂　新装版
てんく

東野　圭吾著 講談社 2015 913 ヒ

天国までの百マイル
てんご

浅田　次郎著 朝日新聞社 1998 913 ア

天才
てんさ

石原　慎太郎著 幻冬舎 2016 913 イ

天平の女帝　孝謙称徳
てんぴょ

玉岡　かおる著 新潮社 2015 913 タ

天満明星池
てんま

加瀬　政広著 双葉社 2015 913 カ

田園発港行き自転車 上
でんえん

宮本　輝著 集英社 2015 913 ミ

田園発港行き自転車 下
でんえん

宮本　輝著 集英社 2015 913 ミ

怒鳴り癖
どなり

藤田　宜永著 文藝春秋 2015 913 フ

冬の光
ふゆの

篠田　節子著 文藝春秋 2015 913 シ

東京帝大叡古教授
とうきょ

門井　慶喜著 小学館 2015 913 カ

当確師
とうかく

真山　仁著 中央公論新社 2015 913 マ

道徳の時間
どうと

呉　勝浩著 講談社 2015 913 ゴ

匿名者のためのスピカ
とくめ

島本　理生著 祥伝社 2015 913 シ

肉と衣のあいだに神は宿る
にくと

松井　雪子著 文藝春秋 2015 913 マ

日替わりオフィス
ひがわ

田丸　雅智著 幻冬舎 2015 913 タ

認知の母にキッスされ
にんち

ねじめ　正一著 中央公論新社 2014 913 ネ

猫背の虎　動乱始末
ねこぜ

真保　裕一著 集英社 2012 913 シ

破落戸（ごろつき）（あくじゃれ瓢六　5）
ごろつ

諸田　玲子著 文藝春秋 2015 913 モ

白砂（双葉文庫　か-44-01）
しらす

鏑木　蓮著 双葉社 2013 913 カ

薄情
はくじょ

絲山　秋子著 新潮社 2015 913 イ

犯人に告ぐ　闇の蜃気楼 2
はんに

雫井　脩介著 双葉社 2015 913 シ

晩鐘
ばんしょ

佐藤　愛子著 文藝春秋 2014 913 サ

姫神
ひめが

安部　龍太郎著 文藝春秋 2015 913 ア

表参道・リドルデンタルクリニック
おもて

七尾　与史著 実業之日本社 2015 913 ナ



不愉快犯
ふゆか

木内　一裕著 講談社 2015 913 キ

付添い屋・六平太　書き下ろし長編時代小説　朱雀の巻　恋娘（小学館文庫　か35-6） 6
つきそ

金子　成人著 小学館 2015 913 カ

富士山噴火
ふじさ

高嶋　哲夫著 集英社 2015 913 タ

負けるもんか　正義のセ
まける

阿川　佐和子著 KADOKAWA 2015 913 ア

風かおる
かぜか

葉室　麟著 幻冬舎 2015 913 ハ

弁天の夢　白浪五人男異聞
べんて

矢野　隆著 徳間書店 2015 913 ヤ

墓標なき街（百舌シリーズ　6）
ぼひょ

逢坂　剛著 集英社 2015 913 オ

抱く女
だくお

桐野　夏生著 新潮社 2015 913 キ

本屋稼業
ほんや

波多野　聖著 角川春樹事務所 2016 913 ハ

魔女の封印
まじょ

大沢　在昌著 文藝春秋 2015 913 オ

夢を売る男
ゆめを

百田　尚樹著 太田出版 2013 913 ヒ

無人駅と殺人と戦争　長篇トラベルミステリー（TOKUMA　NOVELS）
むじん

西村　京太郎著 徳間書店 2015 913 ニ

霧（ウラル）
らうる

桜木　紫乃著 小学館 2015 913 サ

命に代えても（ハルキ文庫　さ20-2）
いのち

坂岡　真著 角川春樹事務所 2016 913 サ

迷宮の飛翔
めいきゅ

蜷川　泰司著 河出書房新社 2015 913 ニ

盲獣
もうじゅ

江戸川　乱歩著 バジリコ 2016 913 エ

夜また夜の深い夜
よるま

桐野　夏生著 幻冬舎 2014 913 キ

幽霊塔
ゆうれい

江戸川　乱歩著 岩波書店 2015 913 エ

憂国者たち
ゆうこく

三輪　太郎著 講談社 2015 913 ミ

羊と鋼の森
ひつじ

宮下　奈都著 文藝春秋 2015 913 ミ

翼を持つ少女（BISビブリオバトル部　1）
つばさ

山本　弘著 東京創元社 2014 913 ヤ

羅生門（現代語訳名作シリーズ　1）
らしょう

芥川　龍之介作 理論社 2014 913 ア

利休の茶杓（とびきり屋見立て帖　4）
りきゅう

山本　兼一著 文藝春秋 2014 913 ヤ

流
ながれ

東山　彰良著 講談社 2015 913 ヒ

流転の海　改版（新潮文庫） 第1部
るてん

宮本　輝著 新潮社 2005 913 ミ

連鶴
れんかく

梶　よう子著 祥伝社 2015 913 カ



老後の資金がありません
ろうご

垣谷　美雨著 中央公論新社 2015 913 カ

惑星の岸辺
わくせい

梶村　啓二著 講談社 2015 913 カ

勁草
けいそう

黒川　博行著 徳間書店 2015 913 ク

啼かない鳥は空に溺れる
なかな

唯川　恵著 幻冬舎 2015 913 ユ

槐
えんじゅ

月村　了衛著 光文社 2015 913 ツ

滔々と紅
とうと

志坂　圭著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2015 913 シ

琥珀のまたたき
こはく

小川　洋子著 講談社 2015 913 オ

竈河岸（髪結い伊三次捕物余話　14）
へっつい

宇江佐　真理著 文藝春秋 2015 913 ウ

藪医ふらここ堂
やぶい

朝井　まかて著 講談社 2015 913 ア

襷を、君に。
たすき

蓮見　恭子著 光文社 2016 913 ハ

贖い
つぐな

五十嵐　貴久著 双葉社 2015 913 イ

「芸」と「能」
げいと

清水　ミチコ著 幻冬舎 2015 914 シ

「身体」を忘れた日本人
しんたい

養老　孟司著 山と溪谷社 2015 914 ヨ

おとなの始末（集英社新書　0809）
おとな

落合　恵子著 集英社 2015 914 オ

きれいの手口　秋田美人と京美人の「美薬」
きれい

内館　牧子著 潮出版社 2015 914 ウ

ここすぎて水の径
ここす

石牟礼　道子著 弦書房 2015 914 イ

ごはんぐるり
ごはん

西　加奈子著 NHK出版 2013 914 ニ

ザ・万字固め
ざまん

万城目　学著 ミシマ社 2013 914 マ

サワコの朝
さわこ

阿川　佐和子著 大和書房 2015 914 ア

とこしえのお嬢さん　記憶のなかの人
とこし

野見山　暁治著 平凡社 2014 914 ノ

トットひとり
とっと

黒柳　徹子著 新潮社 2015 914 ク

ほんとうに70代は面白い
ほんと

桐島　洋子著 海竜社 2014 914 キ

ヨーコさんの“言葉”
よーこ

佐野　洋子文 講談社 2015 914 サ

よれよれ肉体百科
よれよ

群　ようこ著 文藝春秋 2015 914 ム

ラヴレターズ
らぶれ

文藝春秋編 文藝春秋 2016 914 ラ

衣にちにち
ころも

群　ようこ著 集英社 2015 914 ム



一〇三歳になってわかったこと　人生は一人でも面白い
ひゃく

篠田　桃紅著 幻冬舎 2015 914 シ

今日をいっしょうけんめいで生きる
きょう

吉沢　久子著 海竜社 2015 914 ヨ

昭和からの遺言
しょうわ

倉本　聰著 双葉社 2015 914 ク

人生の道しるべ
じんせ

宮本　輝著 集英社 2015 914 ミ

生きるということ
いきる

なかにし　礼著 毎日新聞出版 2015 914 ナ

孫と私の小さな歴史
まごと

佐藤　愛子著 文藝春秋 2016 914 サ

堕落論（現代語訳名作シリーズ　5）
だらく

坂口　安吾作 理論社 2015 914 サ

大人の流儀　追いかけるな 5
おとな

伊集院　静著 講談社 2015 914 イ

日本の「運命」について語ろう
にほん

浅田　次郎著 幻冬舎 2015 914 ア

美女千里を走る
びじょ

林　真理子著 マガジンハウス 2015 914 ハ

余命　これからの時間をいかに豊かに生きるか
よめい

五木　寛之著 祥伝社 2015 914 イ

流される美学
ながさ

曽野　綾子著 興陽館 2015 914 ソ

旅といっしょに生きてきた　人生を楽しむヒント
たびと

橋田　壽賀子著 祥伝社 2015 914 ハ

旅は私の人生　時に臆病に時に独りよがりに
たびは

曽野　綾子著 青萠堂 2015 914 ソ

老いては自分に従え
おいて

山藤　章二著 岩波書店 2015 914 ヤ

美麗島紀行
うるわし

乃南　アサ著 集英社 2015 915 ノ

ぼくはアスペルガー症候群
ぼくは

権田　真吾著 彩図社 2011 916 ゴ

妻に棲む別人　多重人格の出現 1
つまに

花田　深著 ハート出版 2015 916 ハ

妻に棲む別人　多重人格の消滅 2
つまに

花田　深著 ハート出版 2015 916 ハ

親を送る
おやを

井上　理津子著 集英社インターナショナル 2015 916 イ

督促OL修行日記
とくそ

榎本　まみ著 文藝春秋 2012 916 エ

歩き続けよう　手と足のない私にできること
あるき

佐野　有美著 飛鳥新社 2012 916 サ

人間の分際（幻冬舎新書　そ-2-2）
にんげ

曽野　綾子著 幻冬舎 2015 917 ソ

日本文学全集　吉田健一 20
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2015 918 ニ

日本文学全集　口訳万葉集 2
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2015 918 ニ

日本文学全集　好色一代男 11
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2015 918 ニ



日本文学全集　石川淳 19
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　石牟礼道子 24
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2015 918 ニ

日本文学全集　大江健三郎 22
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2015 918 ニ

日本文学全集　谷崎潤一郎 15
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　竹取物語 3
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2016 918 ニ

日本文学全集　南方熊楠 14
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2015 918 ニ

日本文学全集　日本霊異記 8
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2015 918 ニ

日本文学全集　日野啓三 21
にほん

池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2015 918 ニ

【外国文学】

エンター・ザ・レッド・ドラゴン　2060　Tokyo，JP，USA
えんた

C．S．ブラック著 幻冬舎メディアコンサルティング 2015 933 ブ

スキン・コレクター（「リンカーン・ライム」シリーズ　11）
すきん

ジェフリー・ディーヴァー著 文藝春秋 2015 933 デ

ドクター・スリープ 上
どくた

スティーヴン・キング著 文藝春秋 2015 933 キ

ドクター・スリープ 下
どくた

スティーヴン・キング著 文藝春秋 2015 933 キ

悪魔の羽根（創元推理文庫　Mウ9-12）
あくま

ミネット・ウォルターズ著 東京創元社 2015 933 ウ

一時帰還
いちじ

フィル・クレイ著 岩波書店 2015 933 ク

夏の沈黙
なつの

ルネ・ナイト著 東京創元社 2015 933 ナ

眺めのいい部屋売ります（小学館文庫　シ5-1）
ながめ

ジル・シメント著 小学館 2015 933 シ

美しき廃墟
うつく

ジェス・ウォルター著 岩波書店 2015 933 ウ

忘れられた巨人
わすれ

カズオ・イシグロ著 早川書房 2015 933 イ

夜、僕らは輪になって歩く（CREST　BOOKS）
よるぼ

ダニエル・アラルコン著 新潮社 2016 933 ア

人生で大切なたったひとつのこと
じんせ

ジョージ・ソーンダーズ著 海竜社 2016 934 ソ

他人のふたご　「輸出」ベイビーたちの奇跡の物語
たにん

アナイス・ボルディエ著 太田出版 2016 936 ボ

犯罪（創元推理文庫　Mシ15-1）
はんざ

フェルディナント・フォン・シーラッハ著 東京創元社 2015 943 シ

国を救った数学少女
くにを

ヨナス・ヨナソン著 西村書店 2015 949 ヨ

湿地
しっち

アーナルデュル・インドリダソン著 東京創元社 2012 949 ア

悲しみのイレーヌ（文春文庫　ル6-3）
かなし

ピエール・ルメートル著 文藝春秋 2015 953 ル



服従
ふくじゅ

ミシェル・ウエルベック著 河出書房新社 2015 953 ウ

『罪と罰』を読まない
つみと

岸本　佐知子著 文藝春秋 2015 980 ツ


