
世界のまんなかで笑うキミへ 相沢ちせ
世界のまんなかで笑うキミへ 相沢ちせ
ハッピーバースデー 青木和雄　吉富多美
自然に学ぶものづくり図鑑 赤池　学
盗みは人のためならず　夫は泥棒、妻は刑事　1 赤川　次郎
待てばカイロの盗みあり　夫は泥棒、妻は刑事　２ 赤川　次郎
振り向いた悪魔 赤川　次郎
待てばカイロの盗みあり　新装版 　夫は泥棒妻は刑事　２ 赤川　次郎
灰の中の悪魔 赤川次郎
寝台車の悪魔 赤川次郎
三毛猫ホームズは階段を上がる 赤川次郎
盗みは人のためならず 赤川次郎
模範怪盗一年Ｂ組 赤川次郎
オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティー

鏡は横にひび割れて
アガサ・クリスティー
訳：橋本　福夫

聞く力 阿川佐和子
聞く力　心をひらく３５のヒント 阿川佐和子
米内光政 阿川弘之
海の翼 秋月達郎
卓球　パーフェクトマスター 秋場龍一
羅生門，鼻 芥川龍之介
悪ノ娘赤のプラエルディウム 悪ノＰ
悪ノ娘緑のヴィーゲンリート 悪ノＰ
悪の娘　青のプレファッチオ 悪ノＰ（mothy）
ラストレター 浅海ユウ
ギルドレ　２ 朝霧　カフカ
文豪ストレイドッグス 朝霧　カフカ
文豪ストレイドッグス　太宰治の入社試験 朝霧カフカ
文豪ストレイドッグス 太宰治と黒の時代 朝霧カフカ
文豪ストレイドッグス 探偵社設立秘話 朝霧カフカ
放課後美術室 麻沢　奏
聖職の碑 朝田次郎
壬生義士伝（上） 浅田次郎
壬生義士伝（下） 浅田次郎
黒書院の六兵衛（上） 浅田次郎
黒書院の六兵衛（下） 浅田次郎
Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ(１) あさのあつこ
バッテリー　Ⅱ あさのあつこ
バッテリー　Ⅲ あさのあつこ
バツテリー あさのあつこ
ガールズ・ブルー あさのあつこ
きみが見つける物語　スクール編 あさのあつこ　他
神様の御用人 浅葉なつ
ｉｐｓ細胞大革命 朝日新聞科学医療部
今さら聞けない科学の常識 朝日新聞科学グループ
どこよりも遠い場所にいる君へ 安部暁子
壁 安部公房
発達障がいを持つ子の＜いいところ＞応援計画 阿部利彦
そして、君のいない九月がくる 天沢　夏月
八月の終わりは、きっと世界の終わりに似ている。 天沢　夏月
熱く生きる 天野篤
天野先生の「青色ＬＥＤの世界」　光る原理から最先端応用技術まで 天野浩/福田大展
AI vs. 教科書が読めない子どもたち 新井紀子
ちょんまげぷりん２ 荒木源
アラン幸福論 アラン
キケン 有川　浩
三匹のおっさん　ふたたび 有川　浩
阪急電車 有川　浩
空飛ぶ広報室 有川　浩
レインツリーの国 有川　浩
空の中 有川　浩
塩の街 有川　浩
図書館戦争 有川　浩
ヒア・カムズ・ザ・サン 有川　浩
キケン 有川　浩
旅猫リポート 有川浩
海の底 有川浩
空飛ぶ広報室 有川浩
空飛ぶ広報室 有川浩
クジラの彼 有川浩
きみが見つける物語　恋愛変 有川浩・乙一・梨屋アリエ他
灰色の輝ける贈り物 アリステ・マクラウド
時の旅人 アリソン・アトリー
アルケミストの不思議な家 有馬カオル
紀ノ川 有吉佐和子
悪女について 有吉佐和子
華岡青洲の妻 有吉佐和子
人間　この未知なるもの アレキシス・カレル
モンテクリスト伯　１ アレクサンドル・デュマ
モンテ・クリスト伯（二） アレクサンドル・デュマ
モンテ・クリスト伯（三） アレクサンドル・デュマ
モンテ・クリスト伯（四） アレクサンドル・デュマ
モンテ・クリスト伯（五） アレクサンドル・デュマ
モンテ・クリスト伯（六） アレクサンドル・デュマ
モンテ・クリスト伯（七） アレクサンドル・デュマ
チョコレート･アンダーグラウンド アレックス　シアラー
青空のむこう アレックス・シアラー
１３ヵ月と１３週と１３日と満月の夜 アレックスシアラー



ガラスの封筒と海と アレックスシアラー
ペンギンの憂鬱 アンドレイ・クルコフ
ドラゴンラージャ　１ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　２ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　３ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　４ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　５ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　６ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　７ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　８ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　９ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　１０ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　１１ イ・ヨンド
ドラゴンラージャ　１２ イ・ヨンド
辞書を編む 飯間浩明
君に恋をするなんて、ありえないはずだった 筏田　かつら
七つの会議 池井戸　潤
空飛ぶタイヤ　上 池井戸　潤
空飛ぶタイヤ　下 池井戸　潤
陸王 池井戸　潤
下町ロケット 池井戸　潤
陸王 池井戸　潤
銀翼のイカロス 池井戸　潤
ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸　潤
ロスジェネの逆襲 池井戸　潤
七つの会議 池井戸　潤
ルーズベルトゲーム 池井戸　潤
ロスジェネの逆襲 池井戸　潤
アキラとあきら 池井戸　潤
やりたい仕事がある！ 池上彰
先送りできない日本 池上彰
記号論への招待 池上嘉彦
自由と規律 池田潔
モダンタイムス（下） 伊坂幸太郎
テニス　パーフェクトマスター 石井弘樹
ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 石井光太
奇跡のリンゴ 石川拓治
奇跡のリンゴ 石川拓治
マイナス温度のセレナーデ　１ 石川なつを
お面屋たまよし 石川宏千花
親指の恋人 石田衣良
骨音 石田衣良
親子でめざせ！ノーベル賞 石田寅夫
再生 石原慎太郎
天才 石原慎太郎
天才 石原慎太郎
憲法が教えてくれたこと 伊藤真
想像ラジオ いとうせいこう
想像ラジオ いとうせいこう
夢をかなえる勉強法 伊藤真
子どもに語る日本の昔話　1 稲田和子・筒井悦子
子どもに語る日本の昔話　2 稲田和子・筒井悦子
子どもに語る日本の昔話　3 稲田和子・筒井悦子
生き方 稲盛和夫
モノクローム 乾ルカ
星の商人 犬飼ターボ
いつか、眠りにつく日 いぬじゅん
三月の雪は、きみの嘘 いぬじゅん
三月の雪は、きみの嘘 いぬじゅん
今夜、きみの声が聴こえる いぬじゅん
孔子 井上　靖
氷壁 井上　靖
あすなろ物語 井上靖
子供につたえる　日本国憲法 井上ひさしの
天平の甍 井上靖
ひとりたりない 今村葦子
世界昆虫記 今森光彦
教える力 井村雅代
昨日は彼女も恋してた 入間人間
明日も彼女は恋をする 入間人間
サマーウォーズ 岩井　恭平
少年たちは花火を横から見たかった 岩井　俊二
リア王 ウィリアム・シェイクスピア
テンペスト ウィリアム・シェイクスピア
オセロー ウィリアム・シェイクスピア
ジュリアス・シーザー ウィリアム・シェイクスピア
ヘンリー６世　第一部 ウィリアム・シェイクスピア
ヘンリー６世　第二部 ウィリアム・シェイクスピア
ヘンリー６世　第三部 ウィリアム・シェイクスピア
お気に召すまま ウィリアム・シェイクスピア
ロミオとジュリエット ウィリアム・シェイクスピア
恋の骨折り損 ウィリアム・シェイクスピア
ヴェローナの二紳士 ウィリアム・シェイクスピア
じゃじゃ馬ならし ウィリアム・シェイクスピア
タイタス・アンドロニカス ウィリアム・シェイクスピア
間違いの喜劇 ウィリアム・シェイクスピア
リチャード３世 ウィリアム・シェイクスピア
ウィンザーの陽気な女房たち ウィリアム・シェイクスピア
から騒ぎ ウィリアム・シェイクスピア



ヘンリー４世　第一部 ウィリアム・シェイクスピア
ヘンリー４世　第二部 ウィリアム・シェイクスピア
ヴェニスの商人 ウィリアム・シェイクスピア
リチャード２世 ウィリアム・シェイクスピア
コリオレーナス ウィリアム・シェイクスピア
アントニーとクレオパトラ ウィリアム・シェイクスピア
尺には尺を ウィリアム・シェイクスピア
終わりよければすべてよし ウィリアム・シェイクスピア
トロイラスとクレシダ ウィリアム・シェイクスピア
ヘンリー５世 ウィリアム・シェイクスピア
ヘンリー８世 ウィリアム・シェイクスピア
冬物語 ウィリアム・シェイクスピア
ジョン王 ウィリアム・シェイクスピア
シンベリン ウィリアム・シェイクスピア
ぺリクリーズ ウィリアム・シェイクスピア
アテネのタイモン ウィリアム・シェイクスピア
闇の守り人 上橋菜穂子
精霊の守り人 上橋菜穂子
鹿の王　上　生き残った者 上橋菜穂子
流れ行く者　守り人短編集 上橋菜穂子
闇の守り人 上橋菜穂子
獣の奏者　１ 上橋菜穂子
獣の奏者　２ 上橋菜穂子
狐笛のかなた 上橋菜穂子
あしながおじさん ウェブスター
生き物たちのエレガントな数学 上村　文隆
スティーブ・ジョブス ウォルター・アイザックソン
Ｓｔｅｖｅ　ＪｏｂｓⅡ ウォルター・アイザックソン
スティーブ・ジョブズⅠ ウォルター･アイザックソン
天の園　雲のよび声 打木村治
１４歳の子を持つ親たちへ 内田樹
先生はえらい 内田樹
ドラフィル！ 美奈川護
ジェネラス・ルージュの凱旋 海堂尊
桜のような僕の恋人 宇山　佳佑
君にささやかな奇蹟を 宇山佳佑
桜のような僕の恋人 宇山佳佑
桜のような僕の恋人 宇山桂佑
桜のような僕の恋人 宇山佳佑
なぜ「大学は出ておきなさい」といわれるのか 浦坂純子
愛するということ エーリッヒ・フロム
自由からの逃走 エーリッヒ・フロム
すいかの匂い 江國　香織
こうばしい日々 江國　香織
モルグ街の殺人・黄金虫 エドガ・アラン・ポー
電人Ｍ 江戸川乱歩
長崎・オランダ坂の洋館カフェ 江本マシメサ
エジプト十字架の秘密 エラリー・クイーン
王妃マリー・アントワネット(上) 遠藤周作
王妃マリー・アントワネット(下) 遠藤周作
満潮の時刻 遠藤周作
悲しみの歌 遠藤周作
勇気在る言葉 遠藤周作
アミ　小さな宇宙人 エンリケ・バリオス
相棒〔劇場版２） 大石直紀
日本のほとけさまに甘える 大江吉秀
死者の奢り・飼育 大江健三郎
俘虜記 大岡昇平
宇宙飛行士選抜試験 大鐘良一・小原健右
永遠の法　エル・カンターレの世界観 大川隆法
感傷コンパス 多島　斗志之
真夜中のパン屋さん　１　午前０時のレシピ 大沼紀子
真夜中のパン屋さん　２　午前１時の恋泥棒 大沼紀子
真夜中のパン屋さん　３　午前２時の転校生 大沼紀子
真夜中のパン屋さん　４　午前３時の眠り姫 大沼紀子
真夜中のパン屋さん　５　午前４時の共犯者 大沼紀子
シャバはつらいよ 大野更紗
困っているひと 大野更紗
さらさらさん 大野更紗
庭で楽しむ野鳥の本 大橋弘一
天と地を測った男　伊能忠敬 岡崎　ひでたか
天と地を測った男　伊能忠敬 岡崎ひでたか
二分間の冒険 岡田　淳
びりっかすの神さま 岡田　淳
オリの中の虎 岡田彰布
扉のむこうの物語 岡田淳
岡本かの子 岡本かの子
青蛙堂鬼談 岡本綺堂
近代異妖篇 岡本綺堂
博士の愛した数式 小川　洋子
物語の役割 小川洋子
春となりを待つきみへ 沖田　円
僕は何度でも、きみに初めての恋をする。 沖田　円
真夜中プリズム 沖田　円
僕は何度でも、きみに初めての恋をする。 沖田　円
真夜中プリズム 沖田　円
ＲＤＧ5　レッドデータガール　学園の一番長い日 荻原規子
ＲＤＧ6　レッドデータガール　星降る夜に願うこと 荻原規子
ＲＤＧ２レッドデータガール 荻原規子



泳いで帰れ 奥田英朗
邪魔　（上） 奥田英朗
ナオミとカナコ 奥田英朗
邪魔（下） 奥田英朗
学校のまわりの草木図鑑　春 おくやまひさし
学校のまわりの草木図鑑　夏 おくやまひさし
学校のまわりの草木図鑑　秋 おくやまひさし
学校のまわりの草木図鑑　冬 おくやまひさし
サロメ オスカーワイルド
さよならさえ、嘘だというのなら 小田真紗美
マイナス・ヒーロー 落合由佳
残穢 小野　不由美
考える力を伸ばす　バスケットボール練習メニュー 小野秀二
月の影　影の海（下） 小野不由美
華胥の幽夢 小野不由美
東の海神　西の滄海 小野不由美
図南の翼 小野不由美
風の海迷宮の岸　十二国記 小野不由美
宇宙を目指して海を渡る 小野雅裕
モンシロチョウ 小原義明
翼のない天使たち 折原みと
記憶屋 織守きょうや
夜のピクニック 恩田　睦
蜜蜂と遠雷 恩田　陸
チョコレートコスモス 恩田　陸
蜜蜂と遠雷 恩田　陸
黄昏のゆりの骨 恩田陸
チョコレートコスモス 恩田陸
夜のピクニック 恩田陸
訪問者 恩田陸
COSMOS（上） カール・セーガン
COSMOS下 カール・セーガン
夏の闇 開高健
さがしもの 角田光代
幸福な遊戯 角田光代
おもいでエマノン 梶尾真治
暮らしを支える「熱」の科学 梶川武信
忘れられた巨人 カズオ・イシグロ
妖怪アパートの幽雅な日常　１ 香月　日輪
未来の科学者との対話 学校法人神奈川大学広報委員会
傘をもたない蟻たちは 加藤　シゲアキ
閃光スクランブル 加藤　シゲアキ
死の淵を見た男 門田　隆将
死の淵を見た男 門田隆将
日本、遥かなり 門田隆将
死の淵を見た男 門田隆将
王様ゲーム 金沢　伸明
王様ゲーム 金沢伸明
この一冊でｉｐｓ細胞が全部わかる 金子隆一　新海裕美子
時間遡行で学生時代に戻った僕は、妻の恋を成就させたい 鹿ノ倉いるか
読んだら忘れない読書術 樺島紫苑
とある魔術の禁書目録 鎌池　和馬
火山はすごい 鎌田浩毅
希望 鎌田實
八雲　２ 神永　学
心霊探偵出雲⑥失意の果てに（上） 神永学
心霊探偵八雲３ 神永学
心理探偵八雲５ 神永学
方丈記 鴨長明
山椒魚戦争 カレル　チャペック
鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上　和人
虹色ほたる　下 川口　雅幸
はやぶさ、そうまでして君は 川口淳一郎
コーヒーが冷めないうちに 川口俊和
虹色ほたる　永遠の夏休み　上 川口雅幸
最良の嘘の最後のひと言 河野　裕
８０の物語で学ぶ働く意味 川村　真二
京大芸人 官広文
空飛ぶ車イス 木島　英登
空飛ぶ車イス 木島英登
空飛ぶ車イス 元ラガーマン、世界３９カ国の旅 木島英登
天使の囀り 貴志祐介
食育！ビックリ大図典 北折一
水滸伝３ 北方謙三
水滸伝４ 北方謙三
水滸伝５ 北方謙三
水滸伝６ 北方謙三
水滸伝７ 北方謙三
水滸伝２ 北方謙三
水滸伝　１４ 北方謙三
楊令伝　１ 北方謙三
楊令伝　２ 北方謙三
楊令伝　３ 北方謙三
楊令伝　４ 北方謙三
楊令伝　５ 北方謙三
楊令伝　６ 北方謙三
楊令伝　７ 北方謙三
楊令伝　８ 北方謙三
楊令伝　９ 北方謙三



楊令伝　１０ 北方謙三
楊令伝　１１ 北方謙三
楊令伝　１２ 北方謙三
楊令伝　１３ 北方謙三
楊令伝　１４ 北方謙三
楊令伝　１５ 北方謙三
水滸伝１　曙光の章 北方謙三
水滸伝４　道蛇の章 北方謙三
水滸伝５　玄武の章 北方謙三
水滸伝６　風塵の章 北方謙三
水滸伝７　烈火の章 北方謙三
水滸伝８　青龍の章 北方謙三
水滸伝９　風翠の章 北方謙三
水滸伝１０　濁流の章 北方謙三
水滸伝１１　天地の章 北方謙三
水滸伝１２　炳乎の章 北方謙三
水滸伝１３　白虎の章 北方謙三
水滸伝１４　爪牙の章 北方謙三
水滸伝１５　折戟の章 北方謙三
水滸伝１６　馳驟の章 北方謙三
水滸伝１７　朱雀の章 北方謙三
水滸伝１９　旌旗の章 北方謙三
ちょっと今から仕事やめてくる 北川　恵海
「また、必ず会おう」と誰もが言った。 喜多川泰
手紙屋　蛍雪篇 喜多川泰
推理は空から舞い降りる 喜多喜久
覆面作家は二人いる 北村　薫
鷲と雪 北村薫
リンゴが教えてくれたこと 木村　秋則
リンゴが教えてくれたこと 木村秋則
人生リセットボタン 木本　雅彦
テラビシアにかける橋 キャサリン　パターソン
海は知っていた キャサリン・パターソン
Ｏｈ！ＭｙＧｏｄ原宿ガール きゃりーぱみゅぱみゅ
心 姜尚中
心 姜尚中
愚者のスプーンは曲がる 桐山　徹也
みえない雲 グードルン・パウゼヴァング
オン・ザ・ライン 朽木　祥
世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさばよしみ
鉄の時代 クッツェー
笑えよ 工藤水生
独歩吟・武蔵野ほか 国木田独歩
幼年期の終わり クラーク　訳　池田　真紀子
論理が伝わる書く技術 倉島　保美
木曜日はあそびの日 グリパリ
ある小さなスズメの記録 クレア・キップス
別れ際にじゃあのなんて、悲しいこと言うなや 黒瀬陽
青鬼 黒田　研二
風の軍師 黒田官兵衛
もっとにぎやかな外国語の世界 黒田龍之介
外国語をはじめる前に 黒田龍之介
ぼくたちの英語 黒田龍之介
　外国語をはじめる前に 黒田龍之介
外国語の水曜日 黒田龍之助
ポケットに外国語を 黒田龍之助
表参道高校合唱部！涙の数だけ強くなれるよ 桑畑　絹子
表参道高校合唱部！あなたが生きている今日はどんなに素晴らしいだ
ろう

桑畑　絹子

存在の耐えられない軽さ クンデラ
オペラ座の怪人 劇団四季
アイーダ 劇団四季
オン・ザ・ロード ケルアック

探偵チームKZ（カッズ）事件ノート　危ない誕生日ブルーは知っている
原作：藤本　ひとみ
文：住滝　良

探偵チームKZ（カッズ）事件ノート　消えた美少女は知っている
原作：藤本　ひとみ
文：住滝　良

日本人だけが知らない世界から尊敬される日本人 ケントギルバード
漢方的スローライフ 幸井俊高
おとうと 幸田　文
五重塔 幸田露伴
経済　世界地図から学ぼう国際理解 古内洋平
僕とおじいちゃんと魔法の塔　⑤ 香月日輪
俳優になりたいあなたへ 鴻上尚史
いなくなれ、群青 河野裕

サクラダリセット　ＣＡＴ，　ＧＨＯＳＴ　ａｎｄ　ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ　ＳＵＮＤＡＹ 河野裕

外套･鼻
ゴーゴリ
訳：平井　肇

余命１０年 小坂流加
父が子に語る　近現代史 小島毅
いとみち 越谷オサム
寝ても覚めても本の虫 児玉清
シャーロック・ホームズの冒険〔上〕 コナン＝ドイル
シャーロック・ホームズの冒険〔下〕 コナン＝ドイル
シャーロック・ホームズ最後の挨拶 コナン・ドイル
シャーロック・ホームズの冒険　中 コナン・ドイル
懐中時計 小沼丹
知の技法 小林康夫/船曳建夫



うわん　七つまでは神のうち 小松エメル
氷菓 米澤　穂信
青色ＬＥＤ開発の軌跡 小山稔
武士道セブンティーン 誉田哲也
武士道ジェネレーション 誉田哲也
温暖化の世界地図 近藤洋輝
ソロモンの指環　動物行動学入門 コントラート・ローレンツ
ソロモンの指環 コンラート・ローレンツ
学校・園庭ビオトーﾌﾟ 財団法人日本生態系協会
ニセモノだけど恋だった 斎藤　ゆうこ
白狐魔記　蒙古の波 斉藤洋
白狐魔記　洛中の火 斉藤洋
白狐魔記　戦国の雲 斉藤洋
白狐魔記　天草の霧 斉藤洋
白狐魔記　元禄の雪 斉藤洋
イーゲル号航海記１　魚人の神官 斉藤洋　コジマケン・絵
フェルマーの最終定理 サイモン・シン
悲しみよこんにちは サガン
交換ウソ日記 櫻　いいよ
天国までの４９日間 桜井　千姫ｓ
眠りをめぐるミステリー 櫻井　武
嘘が見える僕は、素直な君に恋をした 桜井　美奈
交換ウソ日記 櫻いいよ
嘘が見える僕は、素直な君に恋をした 桜井美奈
妻を殺してもバレない確率 桜川　ヒロ
バスケットボール　パーフェクトマスター 佐古賢一
サンネンイチゴ 笹生陽子
Ｋｎｉｆｅ 佐々木　充郭
考えの整頓 佐藤　雅彦
一瞬の風になれ　第一部 佐藤多佳子
一瞬の風になれ　第二部 佐藤多佳子
一瞬の風になれ　第三部 佐藤多佳子
聖夜 佐藤多佳子
聖夜 佐藤多佳子
一瞬の風になれ　３ 佐藤多佳子
一瞬の風になれ２ 佐藤多佳子
一瞬の風になれ３ 佐藤多佳子
埼玉県立浦和高校 人生力を伸ばす浦高の極意 佐藤優
僕はいかにして指揮者になったか 佐渡裕
殺戮の天使 真田　まこと
殺戮の天使 2 真田　まこと
殺戮の天使　UNTIL DEATH DO THEM PART 真田まこと
殺戮の天使　２　BLESSING IN DISGUISE 真田まこと
君は月夜に光り輝く 佐野　徹夜
この世界に i をこめて 佐野　徹夜
月と六ペンス サマセツト・モーム
三日間の幸福 三秋　縋
いたいのいたいの、とんでゆけ 三秋　縋
君が電話をかけていた場所 三秋　縋
僕が電話をかけていた場所 三秋　縋
スターティング・オーヴァー 三秋　縋
三日間の幸福 三秋　縋
星の王子さま サンテグジュペリ
そっと耳を澄ませば 三宮　麻由子
イレギュラー 三羽省吾
近代とホロコースト ジークムント・バウマン
選択の科学 シーナ・アイエンガー
岳物語 椎名誠
この湖にボート禁止 ジェフリー・トリーズ
大きな木 シェル・シルヴァスタイン
女神のタクト 塩田武士
暗夜行路 志賀直哉
くちぶえ番長 重松　清
きみの友だち 重松　清
なきむし姫 重松　清
赤ヘル1975 重松　清
ナイフ 重松　清
くちぶえ番長 重松清
きみの友だち 重松清
せんせい。 重松清
希望ヶ丘の人びと 重松清
青い鳥 重松清
その日のまえに 重松清
ビタミンＦ 重松清
とんび 重松清
青い鳥 重松清
その日の前に 重松清
かあちゃん 重松清
青空にさよなら 実沙季
竜馬がゆく　１ 司馬　遼太郎
史記Ⅰ　覇者の条件 司馬遷
史記Ⅱ　乱世の群像 司馬遷
史記Ⅲ　独裁の虚実 司馬遷
史記Ⅳ　逆転の力学 司馬遷
史記Ⅴ　権力の構造 司馬遷
史記Ⅵ　歴史の底流 司馬遷
史記Ⅶ　思想の命運 司馬遷
史記別巻　「史記」小事典 司馬遷
最後の将軍 司馬遼太郎



十一番の志士上 司馬遼太郎
十一番の志士下 司馬遼太郎
坂の上の雲（一） 司馬遼太郎
坂の上の雲（二） 司馬遼太郎
坂の上の雲（三） 司馬遼太郎
坂の上の雲（四） 司馬遼太郎
坂の上の雲（五） 司馬遼太郎
坂の上の雲（六） 司馬遼太郎
坂の上の雲（七） 司馬遼太郎
坂の上の雲（八） 司馬遼太郎
翔ぶが如く　１ 司馬遼太郎
坂の上の雲　五 司馬遼太郎
坂の上の雲　六 司馬遼太郎
坂の上の雲　七 司馬遼太郎
坂の上の雲　八 司馬遼太郎
坂の上の雲４ 司馬遼太郎
竜馬が行く５ 司馬遼太郎
風神の門（上） 司馬遼太郎
風神の門（下） 司馬遼太郎
韃靼疾風録（上） 司馬遼太郎
燃えよ剣 司馬遼太郎
この国のかたち１　1986～1987 司馬遼太郎
この国のかたち２　1988～1989 司馬遼太郎
この国のかたち３　1990～1991 司馬遼太郎
この国のかたち４　1992～1993 司馬遼太郎
この国のかたち５　1994～1995 司馬遼太郎
ナラタージュ 島本　理生
愛と勇気を分けてくれないか 清水浩司
青空エール 下川　香苗
次郎物語(上･中･下) 下村　湖人
次郎物語　上 下村湖人
次郎物語　中 下村湖人
次郎物語　下 下村湖人

こころのチキンスープ ジャック・キャンフィールド　マーク・Ｖ・ハンセン

子どもたちに語るヨーロツパ ジヤツク・ル・ゴフ
銃・病原菌・鉄上 ジャレド・ダイヤモンド
銃・病原菌・鉄下 ジャレド・ダイヤモンド
さよなら、君のいない海 秀島迅
ぼくらのデスマッチ 宗田理
十五少年漂流記 ジュール・ヴェルス
はるか 宿野かほる
一本の樹が遺したもの ジュリア･バタフライ・ヒル
潤一郎訳源氏物語　巻１　改版 潤一郎
潤一郎訳源氏物語　巻２　改版 潤一郎
潤一郎訳源氏物語　巻３　改版 潤一郎
潤一郎訳源氏物語　巻４　改版 潤一郎
潤一郎訳源氏物語　巻５　改版 潤一郎
思い出のマーニー（下） ジョーン・Ｇ・ロビンソン
思い出のマーニー ジョーン・Ｇ・ロビンソン
子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート 白木朋子
外国語学習の科学 白井恭弘
小説秒速５センチメートル 新海　誠
僕僕先生 仁木英之
アリバイ会社にご用心 新藤卓広
ハンガー・ゲーム　上 スーザン・コリンズ
ハンガー・ゲーム　下 スーザン・コリンズ
ハンガー・ゲーム　２〔上〕  燃え広がる炎 スーザン・コリンズ
ハンガー・ゲーム　２〔下〕  燃え広がる炎 スーザン・コリンズ
ハンガー・ゲーム　３〔上〕  マネシカケスの少女 スーザン・コリンズ
ハンガー・ゲーム　３〔下〕  マネシカケスの少女 スーザン・コリンズ
シコふんじゃった。 周防正行
身の丈にあった勉強法 菅　広文
身の丈にあった勉強法 菅　広文
はじめての人のビデオカメラ入門塾 杉原　義得
ことばと文化 鈴木孝夫
ことばと文化 鈴木孝夫
シロクマ係長の奇跡 鈴森丹子
神の遺言 スティーブジョブズ
７つの習慣 スティーブン・Ｒ・コヴィー
トワイライトⅡ（上） ステファニー・メイヤー
トワイライトⅢ（上） ステファニー・メイヤー
橋のない川　五 住井すゑ
か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる
君の膵臓をたべたい 住野よる
あと少し、もう少し 瀬尾　まいこ
あと少し、もう少し 瀬尾　まいこ
世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ
強運の持ち主 瀬尾まいこ
強運の持ち主 瀬尾まいこ
空をつかむまで 関口尚
思考の整理学 外山　滋比古
魂を養う教育　悪から学ぶ教育 曽野綾子
あの日のきみを今も憶えている 苑水真茅
銀魂 空知英秋・大崎知仁
デモナータ　４幕 　ベック ダーレン・シャン
打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？ 大根　仁
獄の棘 大門剛明
生きることの意味　ある少年のおいたち 高史明



ゴッホの目 高階秀爾
広報室沈黙す 高杉良
木のことば森のことば 高田宏
カーリーⅡ　二十一発の祝砲とプリンセスの休日 高殿円
ｏｒａｎｇｅ　１ 高野　苺・蒔田　陽平
ジェノサイド(上） 高野和明
陸上短距離走 高野進
障害者とスポーツ 高橋明
障害者とスポーツ 高橋明
高橋尚子のランニング 高橋尚子
障害者とスポーツ 高橋明
変身×カフカ 高橋義孝
なぜ生きる 高森顕徹監修
死んでいない者 滝口　悠生
ミライの授業 瀧本　哲史
僕のエア 滝本竜彦
不完全性定理とはなにか 竹内薫
教科書には載っていない！戦前の日本 武田　知弘
太平記 武田友宏
知らない映画のサントラを聴く 竹宮　ゆゆこ
ヴィヨンの妻 太宰　治
女生徒 太宰治
人間失格 太宰治
走れメロス　太宰治名作選 太宰治
斜陽 太宰治
高校生になったら　学力・体力・生活力 田代三良
赤めだか 立川談春
宇宙からの帰還 立花　隆
１着のスーツに情熱をこめて 橘悠紀/構成　奈良裕己/絵
道草のすすめ 辰巳琢郎
辰巳ワイナリー 辰巳琢郎
青春のヒント 辰巳琢郎
辰己琢郎おとなのドリル 辰巳琢郎
イタリア嬉食満面 辰巳琢郎
ラストレシピ　麒麟の舌の記憶 田中　経一
雑草のはなし 田中修
ｉｐｓ細胞ヒトはどこまで再生できるか？ 田中幹人
落日日歌 田中芳樹
王子二人 田中芳樹
言い寄る 田辺聖子
天気と気象がわかる！83の疑問 谷合稔
水瓶座の少女アレーア　１ タニヤ・シュテーブナー
僕は奇跡しか起こせない 田丸久深
僕は奇跡しか起こせない 田丸久深
ダレン・シャン③　バンパイア・クリスマス ダレン・シャン
天使と悪魔（下） ダン・ブラウン
天久鷹央の推理カルテ 知念　実希人
神酒クリニックで乾杯を 知念　実希人
優しい死神の飼い方 知念　実希人
時限病棟 知念実希人
屋上のテロリスト 知念実希人
仮面病棟 知念実希人
崩れる脳を抱きしめて 知念実希人
やし酒飲み チュツオーラ
海峡を渡るバイオリン 陳昌鉉
スロー・イズ・ビューティフル 辻信一
サヨナライツカ 辻仁成
ツナグ 辻村深月
光待つ場所へ 辻村深月
子どもたちは夜と遊ぶ　（下） 辻村深月
かがみの孤城 辻村深月
かがみの孤城 辻村深月
家族シアター 辻村深月
MAJOR　１ 土屋理敬
エディプスの恋人 筒井康孝
旅のラゴス 筒井康隆
ビリギャル 坪井信貴
ＳＥＣＲＥＴＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＡＲＴＨ　地球の秘密 坪田愛華
学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格し
た話

坪田信貴

きみとぼくの、失われた時間 つゆのあめ
ハーバードからの贈り物 デイジー・ウェイドマン
未来を発明するためにいまできること ティナ・シーリング
孤独な群衆 ディビット・リースマン
帰ってきたヒトラー ティムール・ヴェルメシュ
少女ソフィアの夏 トーべ･ヤンソン
ハリネズミの願い トーンテレヘン
カラマーゾフの兄弟　上 ドストエフスキー
ＯＮＥ 戸次重幸
シノダ！　１　チビ竜と魔法の実 富安　陽子
シノダ！　２　樹のことばと石の封印 富安　陽子
シノダ！　３　鏡の中の秘密の池 富安　陽子
川は生きている 富山和子
思考の整理学 外山滋比古
思考の整理学 外山滋比呂
ゼロから始める魔法の書　１ 虎走　かける
円周率の謎を追う 鳴海　風
墨東綺譚　改版 永井荷風
虚無への供物上 中井英夫



虚無への供物下 中井英夫
ふっと心がかるくなる　禅の言葉 永井政之
ユニバーサルデザインの教科書 中川聰
消失グラデーション 長沢樹
高校生・科学宣言２　高校化学グランドコンテストドキュメンタリー 中沢浩
高校生・化学宣言３ 中沢浩
高校生・化学宣言３ 中沢浩
高校生・化学宣言５ 中沢浩
高校生・化学宣言６ 中沢浩
高校生・化学宣言７ 中沢浩
小さいおうち 中島京子
かたつ`の！ 中島京子
くちびるに歌を 中田永一
非選抜アイドル 仲谷明香（ＡＫＢ４８）
Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　１ 長月　達平
上昇思考 長友佑都
私たちは進化できるのか 長沼　毅
１４歳の生命論　生きることが好きになる生物学のはなし 長沼毅
生命とは何だろう？ 長沼毅
時空の旅人　辺境の地をゆく 長沼毅
生命とは何だろう？ 長沼毅
汚れちまった悲しみに・・・ 中原中也
汚れっちまった悲しみに…… 中原中也
汚れっちまった悲しみに…… 中原中也
僕の好きな人が、よく眠れますように 中村　航
十二大戦 中村光
さよならドビュッシー前奏曲 中山七里
いつまでもショパン 中山七里
どこかでベートーヴェン 中山七里
きみと泳ぐ、夏色の明日 永良サチ
家守綺譚 梨木香歩
りかさん 梨木香歩
村田エフエンデイ滞土録 梨木香歩
こころの底に見えたもの なだいなだ
神様のカルテ　０ 夏川　草介
最後の夏　ここに君がいたこと 夏原　雪
最後の夏　ここに君がいたこと 夏原　雪
こころ 夏目漱石
坊ちゃん 夏目漱石
硝子戸の中 夏目漱石
ペンギン鉄道なくしもの係 名取　佐和子
君にさよならを言わない 七月隆文
ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月隆文
一六歳の教科書 七人の特別講義
らくだい魔女はプリンセス 成田　サトコ
アデン、アラビア/名誉の戦場 ニザン/ルオー
結物語 西尾　維新
猫物語　白 西尾維新
猫物語　黒 西尾維新
忍物語 西尾維新
恋物語 西尾維新
刀語　第１話 西尾維新
刀語　第２話～第１２話 西尾維新
時限病棟 西尾維新
暦物語 西尾維新
クビキリサイクル　青色サヴァンと戯言遣い 西尾維新
木に学べ 西岡常一
木のいのち木のこころ 西岡常一
きりこについて 西加奈子
サラバ！　上 西加奈子
サラバ！　中 西加奈子
サラバ！　下 西加奈子
私の好きなひと 西ナナヲ
私の好きなひと 西ナナヲ
十津川警部シリーズ　ひかり６２号の殺意 西村京太郎
湖西線12×４の謎 西村京太郎
八甲田山視の彷徨 新田次郎
理由あつて冬に出る 似鳥鶏
最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮　敦人
最後の医者は雨上がりの空に君を願う　上 二宮敦人
最後の医者は雨上がりの空に君を願う　下 二宮敦人

つかぬことをうかがいますが
ニュー・サイエンティスト編集部
金子　浩

ネイマール父の教え、僕の生きかた ネイマール＆ネイマールジュニア
ハメス・ロドリゲス ネルソン・フレディ・パーディーリャ
火垂るの墓 野坂昭如
火垂るの墓 野坂昭如
ＴＯＫＹＯオリンピック物語 野地秩嘉
ラリルレ論 野田洋次郎
サルが食いかけでエサを捨てる理由 野村潤一郎
若紫 野村美月
大地　１ パール･バック
大地　２ パール･バック
大地　３ パール･バック
大地　４ パール･バック
母の肖像 パール・バック
兎の眼 灰谷健次郎
アルケミスト　夢を旅した少年 パウロ　コエーリョ
少年と素数の物語Ⅱ パウロ　リーベンボイム



アルケミスト　夢を旅した少年 パウロ・コエーリョ
戦争の悲しみ バオ・ニン
海の見える理髪店 萩原浩
働かないアリに意義がある 長谷川英祐
サザエさんうちあけ話　似たもの一家 長谷川町子
心を整える 長谷部誠
本日、職業選択の自由が奪われました 秦本幸弥
15歳、終わらない3分間 八谷　紬
自動車の科学 服部四士主
ひとつ海のパラスアテナ 鳩見すた
ひとつ海のパラスアテナ　２ 鳩見すた
大村智 馬場錬成
捨てる力 羽生善治
墨龍賦 葉室　麟
大獄　西郷青嵐賦 葉室　麟
古都再見 葉室　麟
風の軍師 葉室麟
探偵ＡＩのリアル・ディープラーニング 早坂吝
Ｄｏｃｔｏｒ－Ｘ　外科医・大門未知子Ⅲ（後編） 林誠人
ぼくと未来屋の夏 はやみね　かおる
ディリュージョン社の提供でお送りします はやみね　かおる
都会（まち）のトム＆ソーヤ　４ はやみね　かおる
都会（まち）のトム＆ソーヤ　５〔上〕 はやみね　かおる
都会（まち）のトム＆ソーヤ　５〔下〕 はやみね　かおる
モナミは世界をおわらせる はやみねかおる
ぼくと未来屋の夏 はやみねかおる
リーチ先生 原田　マハ
ジヴェルニーの食卓 原田　マハ
生きるぼくら 原田マハ
サツカーボーイズ はらだみずき
楽園への道 バルガス＝リョサ
花を追え 春坂咲月
数の悪魔　算数・数学が楽しくなる１２夜　普及版 ハンス・マグヌス・エンツィンスベルガー
晴れた空上 半村良
晴れた空下 半村良
サーティーナイン・クルーズ③奪われた刀 ピーター・ルランジス
その女アレックス ピエール・ルメートル
魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？ 東川篤哉
続・自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹
自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹
容疑者Ｘの献身 東野　圭吾
ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾
十字屋敷のピエロ 東野　圭吾
宿命 東野　圭吾
パラドックス　13 東野　圭吾
禁断の魔術 東野圭吾
手紙 東野圭吾
カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾
虚像の道化師　ガリレオ７ 東野圭吾
時生 東野圭吾
ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾
黒笑小説 東野圭吾
ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾
秘密　東野　圭吾 東野圭吾
たけくらべ 樋口一葉
偏差値６８の目玉焼き　星ケ丘高校料理部 樋口直哉
久生十蘭　ジュラネスク　珠玉傑作集 久生十蘭
十蘭万華鏡 久生十蘭
パノラマニア十蘭 久生十蘭
十蘭レトリカ 久生十蘭
十蘭錬金術 久生十蘭
十蘭ビブリオマース 久生十蘭
十蘭ラスト傑作選 久生十蘭
個の力を伸ばす　バスケットボール 日高哲朗
ＥＣＨＯ 日日日
プラテーロとぼく ヒメネス
幻庵(上･下) 百田　尚樹
海賊とよばれた男 百田尚樹
永遠の０ 百田尚樹
鋼のメンタル 百田尚樹
カエルの楽園　百田尚樹 百田尚樹
ドリトル先生のサーカス ヒュー・ロフティング
僕は友達が少ない② 平坂読
演技と演出 平田オリザ
私とは何か 平野啓一郎
ドングリと松ぼっくり 平野隆久
ムギと王さま１ ファージョン
ロウソクの科学 ファラデー
華麗なるギャツビー フィツジェラルド
トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス
スペードの女王ベールキン物語 プーシキン
アブサロム、アブサロム！ フォークナー
ハワーズ・エンド フォースター
機動戦士ガンダムUC　２ 福井晴敏
機動戦士ガンダムUC　３ 福井晴敏
機動戦士ガンダムUC　４ 福井晴敏
機動戦士ガンダムUC　５ 福井晴敏
生物と無生物のあいだ 福岡　伸一
時は止まったふりをして 藤石波矢



世界でいちばん美しい 藤谷　治
厨病激発ボーイ 藤並みなと
厨病激発ボーイ　２ 藤並みなと
厨病激発ボーイ　３ 藤並みなと
厨病激発ボーイ　４ 藤並みなと
厨病激発ボーイ　５ 藤並みなと
厨病激発ボーイ青春症候群 藤並みなと
厨病激発ボーイ青春症候群　２ 藤並みなと
時給三〇〇円の死神 藤まる
ＫＺ’Ｄ青い真珠は知っている 藤本ひとみ
流れる星は生きている 藤原　てい
遥かなるケンブリッジ 藤原　正彦
若き数学者のアメリカ 藤原　正彦
流れる星は生きている 藤原てい
ヒコベエ 藤原正彦
日本人の誇り 藤原正彦
世にも美しい数学入門 藤原正彦/小川洋子
世にも美しい数学入門 藤原正彦・小川洋子
浮雲 二葉亭四迷
女神と棺の手帳 文野あかね
女神と棺の手帳　〔５〕　幻の花に捧ぐ告白 文野あかね
女神と棺の手帳　６　輝ける紅玉の夢 文野あかね
巨匠とマルガリータ ブルガーコフ
ハイキューⅡ 古館春一・星希代子
ハイキューⅤ 古館春一・星希代子
純真を歌え、トラヴィアータ 古宮九時
クラバート プロイスラー
女神と棺の手帳　涙降る夜の秘密 文野あかね
武器よさらば ヘミングウェイ
車輪の下 ヘルマン・ヘッセ
スピリツトベアにふれた島 ベン・マイケルセン
もの食う人びと 辺見庸
スノーグース ポール・ギャリコー
ウミガメのスープ④　借金を踏み倒せ ポール・スローン＋デス・マクヘール
人民は弱し官吏は強し 星　新一
つぎはぎプラネット 星　新一
ブランコのむこうで 星　新一
悪魔のいる天国 星　新一
七人の犯罪者 星　新一
どこかの事件 星新一
未来いそっぷ 星新一
ごたごた気流　改版 星新一
星野道夫著作集１ 星野道夫
星野道夫著作集２ 星野道夫
星野道夫著作集３ 星野道夫
星野道夫著作集４ 星野道夫
星野道夫著作集５ 星野道夫
僕のヒーローアカデミア雄英白書　１ 誉司　アンリ
武士道シックスティーン 誉田哲也
燃ゆる頬／風立ちぬ 堀　辰雄
その誕生と栄光の記録　零戦 堀越二郎
球界消滅」 本城雅人
へたな人生論より　夏目漱石 本田有明
真夜中の5分前 本多孝好
ジウⅠ 誉田哲也
シンメトリー 誉田哲也
ジウⅠ　警視庁特殊犯罪捜査係 誉田哲也
ジウⅡ　警視庁特殊急襲部隊 誉田哲也
異類婚姻譚 本谷　有希子
ジュラシツク・パーク マイクル・クライトン
世界でいちばん美しい村　プロヴァンス マイケル・ジェイコブス
草魚バスターズ　もじゃもじゃ先生、京都大覚寺大沢・・・ 真板昭夫
バッタを倒しにアフリカへ 前野　ウルド　浩太郎
死にかけ探偵と殺せない殺し屋 真坂　マサル
七帝柔道記 増田俊也
禅、シンプル生活のすすめ 枡野俊明
劇場 又吉　直樹
夜を乗り越える 又吉　直樹
愚痴の知恵　トルストイ「イワンの馬鹿」という生き方 町田宗鳳
　日韓インテリジエンス戦争 町田貢
万能鑑定士 松岡圭祐
万能鑑定士Qの事件簿　Ⅱ 松岡圭祐
万能鑑定士Qの事件簿　Ⅵ 松岡圭祐
万能鑑定士Qの事件簿　Ⅸ 松岡圭祐
万能鑑定士Qの事件簿　Ⅹ 松岡圭祐
万能鑑定士Qの事件簿　ⅩⅡ 松岡圭祐
万能鑑定士の事件簿 松岡圭祐
ヘーメラーの千里眼　完全版　下 松岡圭祐
万能鑑定士Ｑの事件簿　３ 松岡圭祐
万能鑑定士Ｑの事件簿　４ 松岡圭祐
万能鑑定士Ｑの事件簿　５ 松岡圭祐
万能鑑定士Ｑの事件簿　7 松岡圭祐
走れ！T校バスケット部 松崎洋
走れ！T校バスケット部２ 松崎洋
走れ！T校バスケット部3 松崎洋
走れ！T校バスケット部４ 松崎洋
走れ！T校バスケット部５ 松崎洋
走れ！Ｔ校バスケット部４ 松崎洋
走れ！Ｔ校バスケット部　２ 松崎洋



走れ！Ｔ校バスケット部　３ 松崎洋
走れ！Ｔ校バスケット部　５ 松崎洋
走れ！Ｔ校バスケット部　６ 松崎洋
走れ！Ｔ校バスケット部４ 松崎洋
想像するちから 松沢哲郎
人間とは何か　チンパンジー研究から見えてきたこと 松沢哲郎
道をひらく 松下幸之助

小説映画ピーチガール
松田　朱夏
山岡　潤平

続パスワードとホームズ４世 松原秀行
天国の本屋 松久　淳＋田中　渉
天国の本屋 松久淳　田中渉
カメレオンお飼いたい 松本裕子
まど・みちお詩集 まどみちお
わたしはマララ マララ・ユスフザイ
オーバーロード　１　不死者の王 丸山くがね
理系女性のライフプラン 丸山美帆子/
世界が感動する日本の「当たり前」 マンリオ・カデロ
しをんのしおり 三浦しをん
神去なあなあ 三浦しをん
仏果を得ず 三浦しをん
黒南風のうた　長宗我部元親と蜷川道標 三浦伸昭
８時１５分　ヒロシマで生きぬいて許す心 美甘　章子
サッカー代理人ジョルジュ・メンデス ミゲル・クエスタ　ジョナダン・サンチェス
僕らが明日に踏み出す方法 岬　鷺宮
決起！　コロヨシ！！２ 三崎亜記
コロヨシ！！ 三崎亜記
春の雪 三島由紀夫
春の雪豊饒の海１ 三島由紀夫
奔馬　豊饒の海（２） 三島由紀夫
暁の寺　豊饒の海（３） 三島由紀夫
消えない夏に僕らはいる 水生　大海
君と過ごした嘘つきの秋 水生　大海
日本一心を揺るがす新聞の社説　1 水谷もりひと
日本一心を揺るがす新聞の社説　２ 水谷もりひと
日本一心を揺るがす新聞の社説　3 水谷もりひと
日本一心を揺るがす新聞の社説ベストセレクション 水谷もりひと
夢をかなえるゾウ 水野　敬也
夢をかなえるゾウ　２ 水野　敬也
夢をかなえるゾウ　３ 水野　敬也
夢をかなえるゾウ 水野敬也
あの夏を生きた君へ 水野ユーリ
名探偵コナン銀翼の奇術師（マジシャン） 水稀しま
清須会議 三谷　幸喜
たましいを運ぶ舟 道浦母都子
鏡の花 道尾　秀介
晴れた日は図書館へいこう 緑川　聖司
星降プラネタリウム 美奈川護
リバース 湊　かなえ
夜行観覧車 湊　かなえ
ユートピア 湊　かなえ
告白 湊　かなえ
豆の上で眠る 湊　かなえ
ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ
Ｎのために 湊　かなえ
告白 湊かなえ
茜色の記憶 みのり
茜色の記憶 みのり
犬の心臓・運命の卵 ミハイル・ブルガーコフ
モモ ミヒャエル・エンデ
演劇は道具だ 宮沢章夫
セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治
やまなし 宮沢賢治
新編　銀河鉄道の夜　宮沢賢治 宮沢賢治
羊と鋼の森 宮下奈都
羊と綱の森 宮下奈都
小暮写真館 宮部みゆき
おそろし 宮部みゆき
あんじゅう 宮部みゆき
理由 宮部みゆき
ソロモンの偽証　１ 宮部みゆき
ソロモンの偽証　２ 宮部みゆき
ソロモンの偽証６ 宮部みゆき
誰か　Ｓｏｍｅｂｏｄｙ 宮部みゆき
名もなき毒 宮部みゆき
過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき
真夏の犬 宮本　輝
隼のつばさ 宮本　郷三
通学日　～君と僕の部屋～ みゆ
測量船 三好達治
ぼくらの天使ゲーム 宗田理
騎士団長殺し　第１部　顕れるイデア編 村上　春樹
騎士団長殺し　第２部　遷ろうメタファー編 村上　春樹
ノルウェイの森　上 村上　春樹
ノルウェイの森　下 村上　春樹
羊男のクリスマス 村上　春樹
風の歌を聴け 村上　春樹
花火と一緒に散ったのは、あの夏の記憶だった 邑上主水
バースデイ・ストーリーズ 村上春樹



１Q84　BOOK1（４月－６月）後編 村上春樹
１Q84　BOOK２（７月－９月）前編 村上春樹
１Q84　BOOK２（７月－１０月）後編 村上春樹
１Q84　BOOK３（１０月ー１２月）前編 村上春樹
１Q84　BOOK３（１０月ー１２月）後編 村上春樹
１Ｑ８４　ＢＯＯＫ２（7月－9月） 村上春樹
村上龍　映画小説集 村上龍
噺家ものがたり　浅草は今日もにぎやかです 村瀬健
コンビニ人間 村田沙耶香
コンビニ人間 村田沙耶香
車いすから見た街 村田稔
蜂蜜色の瞳 村山由佳
彼方の声 村山由佳
雲の果て 村山由佳
雪の降る音 村山由佳
坂の途中 村山由佳
地図のない旅 村山由佳
凍えるつき 村山由佳
記憶の海 村山由佳
明日の約束 村山由佳
夢のあとさき 村山由佳
優しい秘密 村山由佳
消せない告白 村山由佳
遠い背中 村山由佳
緑の午後 村山由佳
僕らの夏 村山由佳
彼女の朝 村山由佳
聞きたい言葉 村山由佳
マジック・ツリーハウス　恐竜の谷の大冒険 メアリー・ポープ・オズボーン
人間の絆（上） モーム
人間の絆（中） モーム
人間の絆（下） モーム
樹に咲く花  離弁花① 茂木透
脳を活かす勉強法 茂木健一郎
影法師 百田尚樹
5分後に思わず涙　世界が赤らむ、その瞬間に 桃戸　ハル
アルトゥーロの島/モンテ・フェルモの丘の家 モランテ/ギンブルグ
カラフル 森　絵都
カラフル 森絵都
クラスメイツ　前期 森絵都
ヰタ・セクスアリス 森鴎外
山椒大夫 森鴎外
修身　教授録 森信三
有頂天家族 森見　登美彦
夜は短し歩けよ乙女 森見登美子
ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦
ダンゴムシに心はあるのか 森山徹
ADAの衝撃 八代栄太・冨安芳和
ファインダー越しの３．１１ 安田菜津紀/佐藤慧/渋谷敦志
１４歳の水平線 椰月美智子
ルビンの壺が割れた 宿野　かほる
ジョーカー・ゲーム 柳　広司
障害役者　～走れなくても、セリフを忘れても～ 柳浩太郎
関節ストレッチ＆トレーニング 矢野啓介
通訳日記　ザックジャパン１３９７日の記録 矢野大輔
注文でつくるー座位保持装置になった「いす」 矢野陽子
考える虎 矢野燿大
おかげさまで生きる 矢作直樹
青木学院物語 山口小夜
女の勲章（上） 山崎豊子
女の勲章（下） 山崎豊子
白い巨塔（一） 山崎豊子
白い巨塔（二） 山崎豊子


