
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
蒼い描点－長編推理小説－(カッパ・ノベ
ルス)

松本清張著 S ﾏﾂ

阿川佐和子の世界一受けたい授業－第
一人者14人に奥義を学ぶ－(文春ムック)

914 ｱｶﾞ

悪意(講談社ノベルス [加賀恭一郎シリー
ズ])

東野圭吾著 S ﾋｶﾞ

赤穂バイパス線の死角(C・NOVELS 29- 西村京太郎著 S ﾆｼ
アジアのかわいい刺繡－日本、中国、イ
ンド、ウズベキスタン…、伝承のデザイン
と暮らしにまつわる物語－

誠文堂新光社編 753.7 ｱ

アップルのデザイン－ジョブズは“究極”を
どう生み出したのか－

日経デザイン編 007.3 ｱ

アメリカは日本経済の復活を知っている 浜田宏一著 332.1 ﾊ
いそがしい日の15分レシピ200－まいに
ち、大活躍!－(オレンジページブックス)

LB 596 ｲ

1Q84－a novel－BOOK1 4月-6月 村上春樹著 ﾑﾗ 1
1Q84－a novel－BOOK2 7月-9月 村上春樹著 ﾑﾗ 2
1Q84－a novel－BOOK3 10月-12月 村上春樹著 ﾑﾗ 3
色の技法基本篇 絵具の色に強くなる 鈴木輝實著 724.7 ｽ
ウニヒピリ－ホ・オポノポノで出会った「ほ
んとうの自分」－

イハレアカラ・ヒューレン著 KR
著 平良アイリーンインタビュー

159 ｲ

英会話フレーズ決まり文句 多岐川恵理著 837.8 ﾀ

英語であれこれ言ってみる－英会話－
大杉正明監修 塩沢泰子著
Richard Ascough著 Jason

837.8 ｴ

おうちで手作り123－おいしくって、楽しい 市瀬悦子料理制作・スタイリン LB 596 ｲ

大いなる眠り
レイモンド・チャンドラー著 村上
春樹訳

933 ﾁﾔ

おおきなかぶ、むずかしいアボカド(村上ラ
ヂオ 2)

村上春樹文 大橋歩画 914 ﾑﾗ

起きてから寝るまで英会話口慣らし練習
帳－「英語のつぶやき」でスピーキング力
みるみるアップ!－

吉田研作監修・解説 岩村圭南
解説 藤田保解説 Cathleen
Fishman[

837.8 ｵ

奥薗流超ムダなし!食べきりレシピ－手間
なし保存&使い回しで－

奥薗壽子著 LB 596 ｵ

小澤征爾さんと、音楽について話をする 小澤征爾著 村上春樹著 760.4 ｵ
夫は犬だと思えばいい。 高濱正伸著 367.3 ﾀ
大人の流儀 伊集院静著 914 ｲｼﾞ
大人の流儀3 別れる力 伊集院静著 914 ｲｼﾞ 3
お料理上手と思われる持ちより&さし入れ
レシピ

馬場香織著 LB 596.4 ﾊﾞ

女は60歳からが一番!－いくつになっても
退屈しない暮らし方－

谷島せい子著 590.4 ﾀ

香りを楽しむやさしいハーブの育て方145
種－人気ハーブ145種の育て方がやさしく
わかるハーブ栽培のバイブル!－

桐原春子監修 GB 617.6 ｶ

片づけと暮らしが楽になる収納－すっきり
した部屋と心を手に入れる－(オレンジ
ページムック オレンジページライフスタイ

LB 597.5 ｶ

カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾著 ﾋｶﾞ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
家庭菜園大百科－カラー版－ 板木利隆著 GB 626.9 ｲ
かわいい自分には旅をさせよ 浅田次郎著 914 ｱｻ
学生時代にやらなくてもいい20のこと 朝井リョウ著 914 ｱｻ
起業家 藤田晋著 674.4 ﾌ
奇跡のリンゴ－「絶対不可能」を覆した農
家木村秋則の記録－

石川拓治著 NHK「プロフェッ
ショナル仕事の流儀」制作班監

625.2 ｲ

基礎からの水泳(スポーツビギナーシリー 柴田義晴著 785.2 ｼ
九州新幹線マイナス1－長編推理小説－
(ノン・ノベル 1002)

西村京太郎著 S ﾆｼ

麒麟の翼([加賀恭一郎シリーズ]) 東野圭吾著 ﾋｶﾞ
切るナビ!庭木の剪定がわかる本(生活実
用シリーズ NHK趣味の園芸)

上条祐一郎著 GB 627.7 ｶ

くじけないで 柴田トヨ著 911.5 ｼ
暮らしを彩る花のポーセリン・ペインティン 佐々木裕子著 751.3 ｻ
元気回復足もみ力－身体がみるみる改
善 克服出来ない病はない ひと目でツボ
がわかる簡単図解付き!－(美人開花シ

近澤愛沙著 492.7 ﾁ

原子力神話からの解放－日本を滅ぼす
九つの呪縛－(講談社+α文庫 G227-1)

高木仁三郎[著] 543.5 ﾀ

源氏物語を知っていますか 阿刀田高著 913.36 ｹﾞ
心を整える。－勝利をたぐり寄せるための
56の習慣－

長谷部誠著 783.4 ﾊ

心が楽になるホ・オポノポノの教え－たっ
た4つの言葉で幸せになれる!－

イハレアカラ・ヒューレン著 丸
山あかねインタビュー

159 ﾋ

この社会で戦う君に「知の世界地図」をあ
げよう(池上彰教授の東工大講義 世界

池上彰著 304 ｲ

コブラ上
フレデリック・フォーサイス著 黒
原敏行訳

933 ﾌｵ 1

コブラ下
フレデリック・フォーサイス著 黒
原敏行訳

933 ﾌｵ 2

これを食べれば医者はいらない－日本人
のための食養生活－

若杉友子著 498.5 ﾜ

これが物理学だ!－マサチューセッツ工科
大学「感動」講義－

ウォルター・ルーウィン著 東江
一紀訳

420 ﾙ

「これ」で、貯めてもらいます。－5500人超
の家計を再生させた横山式貯金術100本
ノック－

横山光昭著 591 ﾖ

殺しはトロッコ列車で(FUTABA NOVELS
十津川警部)

西村京太郎著 S ﾆｼ

衣もろもろ 群ようこ著 914 ﾑﾚ
混色の実践テクニック－油彩・水彩・アク
リルの混色完全ガイド－

ジョン・リジェイ[ほか]共著 [リン
ガフランカ][訳]

724.7 ｺ

作家の胃袋 大人の胃袋研究会編 910.2 ｻ
サラダ好きのライオン(村上ラヂオ 3) 村上春樹文 大橋歩画 914 ﾑﾗ
死の淵を見た男－吉田昌郎と福島第一
原発の五〇〇日－

門田隆将著 543.5 ｶ

下に見る人 酒井順子著 914 ｻｶ
下町ロケット 池井戸潤著 ｲｹ
食を考える 佐藤洋一郎著 わでしんいち挿 611.3 ｻ
シルバー川柳－誕生日ローソク吹いて立
ちくらみ－

全国有料老人ホーム協会編
ポプラ社編集部編

911.4 ｼ

新参者([加賀恭一郎シリーズ]) 東野圭吾著 ﾋｶﾞ
女子会川柳－「調子どう?」あんたが聞くま
で絶好調－

シティリビング編集部編 ポプラ
社編集部編

911.4 ｼﾞ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
人生がときめく片づけの魔法[1] 近藤麻理恵著 597.5 ｺ
人生とは勇気－児玉清からあなたへラス
トメッセージ－

児玉清著 778.2 ｺ

人生に大切なことはすべて絵本から教
わった

末盛千枝子著 019.5 ｽ

人生に大切なことはすべて絵本から教
わった2(末盛千枝子ブックス)

末盛千枝子著 019.5 ｽ 2

すべては今日から 児玉清著 019.9 ｺ
住み直す－ものと心の整理整頓、この先
に向かうために－

井上由季子著 村松美賀子文 590.4 ｲ

図解でハッキリわかる落葉樹・常緑樹の
整枝と剪定

川原田邦彦監修 GB 627.7 ｽﾞ

図説戊辰戦争(ふくろうの本) 木村幸比古編著 210.6 ｷ
ずぼらな青木さんの冷えとり大人のふだ 青木美詠子著 493.1 ｱ
世界の作家が愛した風景 902.0 ｾ
瀬戸内寂聴－文学まんだら、晴美から寂
聴まで－(KAWADE夢ムック)

910.2 ｾ

戦後史の正体－1945-2012－(「戦後再発
見」双書 1)

孫崎享著 319.1 ﾏ

ゼロ!－こぎゃんかわいか動物がなぜ死な
ねばならんと?－

片野ゆか著 645.6 ｶ

禅が教えてくれる美しい人をつくる「所作」
の基本

枡野俊明著 188.8 ﾏ

総合歯科診療のすすめ－あなたにピッタ
リの治療と出会える－

小柳光蔵著 三宅忠隆著 一瀬
昭太著

497.2 ｺ

ソロモンの偽証第1部 事件 宮部みゆき著 ﾐﾔ 1
ソロモンの偽証第2部 決意 宮部みゆき著 ﾐﾔ 2
ソロモンの偽証第3部 法廷 宮部みゆき著 ﾐﾔ 3
体脂肪計タニタの社員食堂[正] 500kcal
のまんぷく定食

タニタ著 LB 596 ﾀ

高峰秀子が愛した男 斎藤明美著 778.2 ﾀ
高峰秀子夫婦の流儀(とんぼの本) 斎藤明美編 778.2 ﾀ
他殺の効用－内田康夫ミステリー・ワー
ルド－(Joy novels)

内田康夫著 S ｳﾁ

断捨離－新・片づけ術 「片づけ」で、人生
が変わる。－

やましたひでこ著 597.5 ﾔ

小さな暮らし 石黒智子著 590.4 ｲ
知覚心理学－心の入り口を科学する－
(いちばんはじめに読む心理学の本 5)

北岡明佳編著 141.2 ｷ

ちゃぶ台ごはん 瀬尾幸子著 LB 596 ｾ
中国大分裂－改革開放路線の終焉と反
動－

長谷川慶太郎著 302.2 ﾊ

中国崩壊か繁栄か!?－殴り合い激論－ 副島隆彦著 石平著 302.2 ｿ
中年心得帳 林真理子著 914 ﾊﾔ
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)

西村京太郎著 S ﾆｼ

同時通訳者の頭の中－あなたの英語勉
強法がガラリと変わる－

関谷英里子著 830.7 ｾ

読書の技法－誰でも本物の知識が身に
つく熟読術・速読術「超」入門－

佐藤優著 019.1 ｻ

長尾智子の毎日を変える料理－作って楽
しい・食べてうれしい・長尾式料理教室－

長尾智子著 LB 596 ﾅ

なぜ生きる
明橋大二著 伊藤健太郎著 高
森顕徹監修

188.7 ｱ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
なぜ、「これ」は健康にいいのか?－副交
感神経が人生の質を決める－

小林弘幸著 498.3 ｺ

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾著 ﾋｶﾞ
新島襄－わが人生－(人間の記録 151) 新島襄著 鑓田研一底本編 289.1 ﾆｲ
新島八重と新島襄－「幕末のジャンヌ・ダ
ルク」と「平和の使徒」と呼ばれた夫婦－

楠木誠一郎著 289.1 ﾆｲ

二宮の昔ばなし 二宮町教育委員会編 291.37 ﾆ
日本人のちょっとヘンな英語－爆笑!英語
コミックエッセイ セイン先生が目撃したお
かしな英語－

デイビッド・セイン原案 中野き
ゆ美漫画

830.4 ｾ

脳はバカ、腸はかしこい－腸を鍛えたら、
脳がよくなった－

藤田紘一郎著 491.3 ﾌ

歯の本－歯医者に行く前に読む 決定版 釣部人裕著 大塚勇二監修 497 ﾂ
歯は抜くな－インプラントの落とし穴 Dr.イ
ワタの本気のアドバイス－

岩田有弘著 相澤るつ子絵 497 ｲ

歯は残せ－知らないと怖いインプラント
Dr.イワタの本気のアドバイス－

岩田有弘著　相沢るつ子絵 497 ｲ

萩・津和野・山口殺人ライン－高杉晋作の
幻想 長篇トラベルミステリー－(TOKUMA
NOVELS 十津川警部シリーズ)

西村京太郎[著] S ﾆｼ

話してあげて、戦や王さま、象の話を
マティアス・エナール著 関口涼
子訳

953 ｴﾅ

母から娘へ伝える暮らしの流儀－有元葉
子・このみ・くるみ・めぐみ－

有元葉子著 590.4 ｱ

浜内千波のフライパン1つで<楽うま>人気
おかず－いつものフライパンで、肉じゃが
やコロッケ、ピザまでできちゃう－(PHPビ

浜内千波著 LB 596 ﾊ

バーニング・ワイヤー([「リンカーン・ライム」
シリーズ] [9])

ジェフリー・ディーヴァー著 池
田真紀子訳

933 ﾃﾞｲ

人は死なない－ある臨床医による摂理と
霊性をめぐる思索－

矢作直樹著 490.1 ﾔ

137億年の物語－宇宙が始まってから今
日までの全歴史－

クリストファー・ロイド著 野中香
方子訳

209 ﾛ

ビートルズ全詩集 改訂版 ビートルズ[著] 内田久美子訳 931 ﾋﾞ
美女の七光り 林真理子著 914 ﾊﾔ
ビブリア古書堂の事件手帖[1](メディア
ワークス文庫 み4-1) 栞子さんと奇妙な

三上延[著] TE ﾐｶ 1

ビブリア古書堂の事件手帖2(メディアワー
クス文庫 み4-2) 栞子さんと謎めく日常

三上延[著] TE ﾐｶ 2

ビブリア古書堂の事件手帖3(メディアワー
クス文庫 み4-3) 栞子さんと消えない絆

三上延[著] B ﾐｶ 3

ビブリア古書堂の事件手帖4(メディアワー
クス文庫 み4-4) 栞子さんと二つの顔

三上延[著] B ﾐｶ 4

病気を遠ざける!魚の缶詰レシピ－1缶で
DHA&カルシウムたっぷり!－

白澤卓二監修 検見崎聡美料
理

498.5 ﾋﾞ

夫婦の散歩道 津村節子著 914 ﾂﾑ
不幸は人生の財産 曽野綾子著 914 ｿﾉ
舟を編む 三浦しをん著 ﾐｳ
プラチナデータ 東野圭吾著 ﾋｶﾞ
ベニシアのハーブ便り－京都・大原の古
民家暮らし－

ベニシア・スタンリー・スミス著
梶山正写真・訳

617.6 ｽ

「本当のこと」を伝えない日本の新聞(双
葉新書 044)

マーティン・ファクラー著 070.2 ﾌ

本屋さんで待ちあわせ 三浦しをん著 019.9 ﾐ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
僕の知っていたサン=テグジュペリ レオン・ウェルト著 藤本一勇訳 950.2 ｻ
僕の死に方－エンディングダイアリー500
日－

金子哲雄著 289.1 ｶﾈ

マスカレード・ホテル 東野圭吾著 ﾋｶﾞ
真夏の方程式([ガリレオ] [6]) 東野圭吾著 ﾋｶﾞ
まひるの散歩(ORANGE PAGE BOOKS) 角田光代著 914 ｶｸ
三谷幸喜のありふれた生活10 それでも
地球は回ってる

三谷幸喜著 914 ﾐﾀ 10

ミレニアム1[上] ドラゴン・タトゥーの女上 スティーグ・ラーソン著 949.8 ﾗ 1-1
ミレニアム1[下] ドラゴン・タトゥーの女下 スティーグ・ラーソン著 949.8 ﾗ 1-2
ミレニアム2[上] 火と戯れる女上 スティーグ・ラーソン著 949.8 ﾗ 2-1
ミレニアム2[下] 火と戯れる女下 スティーグ・ラーソン著 949.8 ﾗ 2-2
ミレニアム3[上] 眠れる女と狂卓の騎士上 スティーグ・ラーソン著 949.8 ﾗ 3-1
ミレニアム3[下] 眠れる女と狂卓の騎士下 スティーグ・ラーソン著 949.8 ﾗ 3-2
木槿ノ賦－書き下ろし長編時代小説－
(双葉文庫 さ-19-49 居眠り磐音江戸双

佐伯泰英著 B ｻｴ 42

物語のあるまちへ旅に出よう 林大策著 291.0 ﾊ
野菜づくり大図鑑－旬を育てる旬を味わう 藤田智編著 GB 626.9 ﾔ
やさしい時間がながれるハーブ・ライフ
BOOK－育てて、食べて、使って広がる素
敵な暮らし－(SENSE UP LIFE)

GB 617.6 ﾔ

「夜だけ家事」で快適シンプル生活－がん
ばらなくても素敵に暮らせる－

河野真希監修 590 ﾖ

夜と霧 新版
ヴィクトール・E.フランクル[著]
池田香代子訳

946 ﾌﾗ

弱った体がよみがえる人体力学 井本邦昭著 492.7 ｲ
拉致と決断 蓮池薫著 391.6 ﾊ

緑衣の女
アーナルデュル・インドリダソン
著 柳沢由実子訳

949.5 ｱ

るるぶ静岡－清水 浜名湖 富士山麓 伊
豆－'13(るるぶ情報版 中部 2)

TB 291.5 ﾙ 13

るるぶ東京'13(るるぶ情報版 関東 6) TB 291.36 ﾙ 13
るるぶ東京ベスト'13(るるぶ情報版 関東
10)

TB 291.36 ﾙ 13

るるぶ箱根熱海湯河原'13(るるぶ情報版
関東 21)

TB 291.37 ﾙ 13

るるぶホノルル'11(るるぶ情報版 D2) TB 297.6 ﾙ 11
浪漫図案－明治・大正・昭和の商業デザ
イン Japanese Labels & Packages－

佐野宏明編 674.3 ﾛ

60代にしておきたい17のこと(だいわ文庫
8-15G)

本田健著 159.7 ﾎ

ロスト・シンボル上 ダン・ブラウン著 越前敏弥訳 933 ﾌﾞﾗ 1
ロスト・シンボル下 ダン・ブラウン著 越前敏弥訳 933 ﾌﾞﾗ 2
私の英単語帳を公開します!－尾崎式の
秘密－

尾崎哲夫著 834 ｵ

私が彼を殺した(講談社ノベルス [加賀恭
一郎シリーズ])

東野圭吾著 S ﾋｶﾞ

該当件数： 160冊


