
番号 作品名 著者名

936/ぺ/ “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子 デイヴ・ペルザー【著】,田栗　美奈子【訳】
936 “Ｉｔ”と呼ばれた子　１　ジュニア版 デイヴ・ペルザー∥著
933 〈カラス同盟〉事件簿 アレックス・シモンズ，ビル・マッケイ∥著//片岡　しのぶ∥訳
933 「ジンジャーとピクルズや」のおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳

938 「ダ」ったらダールだ！
ロアルド・ダール∥著//ウェンディ・クーリング∥編//クェンティン・ブ
レイク∥画

913/き/ 「また、必ず会おう」と誰もが言った。 喜多川　泰【著】
913/ま/ 「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ
913/ま/ 「悩み部」の結成と、その結末。 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ
913/ま/ 「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ
918/か/ 「魔女の宅急便」展　魔女とお化け 角野栄子
914/し/１ 〆切本　〔１〕 左右社編集部【編】
914/し/２ 〆切本　２ 左右社編集部【編】
943 １０００の星のむこうに アネッテ・ブライ∥著//木本　栄∥訳

949 １００パーセントレナ
ステファン・ボーネン∥著//小橋　敦子，ヒルト・ファン・ブレーメン∥
訳

913/さ/ １００万回生きたねこ 佐野　洋子【著】
913/さ/ １００万回生きたねこ（中国語） 佐野洋子
933 １０月はたそがれの国 レイ・ブラッドベリ∥著//宇野　利泰∥訳
933 １３ヵ月と１３週と１３日と満月の夜 アレックス・シアラー∥著//金原　瑞人∥訳
913/あ/ １３歳のシーズン あさの　あつこ【著】
916 １３歳の遺言 重田　さゆり∥著
913 １４５ｇの孤独 伊岡　瞬∥著
913/じ/ １４歳 小林　深雪,みうら　かれん,安田　夏菜,如月　かずさ,市川　朔久子
913 １４歳 千原ジュニア∥著
913 １４歳のノクターン さとう　まきこ∥著
913/き/３ １４歳の本棚　家族兄弟編 北上　次郎【編】,梨木　香歩，他【著】,
913/き/２ １４歳の本棚　初恋友情編 北上　次郎【編】,石田　衣良，他【著】,
913/き/１ １４歳の本棚　部活学園編 北上　次郎【編】,角田　光代，他【著】,
933 １６歳。死ぬ前にしてみたいこと ジェニー・ダウンハム∥著//代田　亜香子∥訳
913 １９８３年熱い秋のノート 中澤　晶子∥著
916 １リットルの涙 木藤　亜也∥著
913/い/ １週間の物語 日本児童文学者協会　編
913/か/１ ２．４３　１ 壁井　ユカコ【著】
913/か/２ ２．４３　２ 壁井　ユカコ【著】
913/か/ ２．４３　代表決定戦編１ 壁井　ユカコ【著】
913/か/ ２．４３　代表決定戦編２ 壁井　ユカコ【著】
933 ２０年後 オー・ヘンリー∥著//千葉　茂樹∥訳//和田　誠∥画

913/に/１ ２１世紀版少年少女日本文学館　１
樋口　一葉【著】,森　鴎外【著】,小泉　八雲【著】,円地　文子【訳】,平
井　呈一【訳】

913/に/１０ ２１世紀版少年少女日本文学館　１０ 太宰　治【著】,井伏　鱒二【著】
913/に/１１ ２１世紀版少年少女日本文学館　１１ 壷井　栄【著】
913/に/１２ ２１世紀版少年少女日本文学館　１２ 小川　未明【著】,坪田　譲治【著】,浜田　広介【著】
913/に/１３ ２１世紀版少年少女日本文学館　１３ 新美　南吉【著】,木下　順二【著】
913/に/１４ ２１世紀版少年少女日本文学館　１４ 竹山　道雄【著】

913/に/１５ ２１世紀版少年少女日本文学館　１５
山本　周五郎【著】,尾崎　一雄【著】,円地　文子【著】,中島　敦【著】,
木山　捷平【著】,永井　竜男【著】,原　民喜【著】

913/に/１６ ２１世紀版少年少女日本文学館　１６ 井上　靖【著】

913/に/１７ ２１世紀版少年少女日本文学館　１７
大岡　昇平【著】,梅崎　春生【著】,伊藤　整【著】,中野　重治【著】,佐
多　稲子【著】

913/に/１８ ２１世紀版少年少女日本文学館　１８
安岡　章太郎【著】,吉行　淳之介【著】,遠藤　周作【著】,阿川　弘之
【著】,小川　国夫【著】,北　杜夫【著】

913/に/１９ ２１世紀版少年少女日本文学館　１９
水上　勉【著】,曽野　綾子【著】,辻　邦生【著】,竹西　寛子【著】,開高
健【著】

913/に/２ ２１世紀版少年少女日本文学館　２ 夏目　漱石【著】
913/に/２０ ２１世紀版少年少女日本文学館　２０ 井上　ひさし【著】,野坂　昭如【著】,三浦　哲郎【著】,村上　春樹【著】
913/に/３ ２１世紀版少年少女日本文学館　３ 島崎　藤村【著】,国木田　独歩【著】,伊藤　左千夫【著】
913/に/４ ２１世紀版少年少女日本文学館　４ 谷崎　潤一郎【著】,鈴木　三重吉【著】,野上　弥生子【著】
913/に/５ ２１世紀版少年少女日本文学館　５ 志賀　直哉【著】,武者小路　実篤【著】,有島　武郎【著】
913/に/６ ２１世紀版少年少女日本文学館　６ 芥川　竜之介【著】
913/に/７ ２１世紀版少年少女日本文学館　７ 室生　犀星【著】,佐藤　春夫【著】,堀　辰雄【著】
913/に/８ ２１世紀版少年少女日本文学館　８ 宮沢　賢治【著】
913/に/９ ２１世紀版少年少女日本文学館　９ 川端　康成【著】,林　芙美子【著】
933 ２ひきのわるいねずみのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
933 ３４丁目の奇跡 ヴァレンタイン・デイヴィス∥著//片岡　しのぶ∥訳
913/み/ ３日間の物語 日本児童文学者協会　編
913 ４ＴＥＥＮ 石田　衣良∥著
913 ５年３組リョウタ組 石田　衣良∥著
913/も/ ５秒後に意外な結末 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
913/ご/ ５分で笑える！おバカで愉快な物語 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
913/ご/ ５分で読める！ひと駅ストーリー　夏の記憶西口編 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
913/ご/ ５分で読める！ひと駅ストーリー　降車編 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
913/ご/ ５分で読める！怖いはなし 『このミステリーがすごい！』編集部【編】,井上　雅彦
908/ご/5 ５分後に意外な結末 川畑　勝　編集人
908/ご/３ ５分後に意外な結末　３ 川畑　勝　編集人
908/ご/４ ５分後に意外な結末　４ 川畑　勝　編集人
908/ご/ ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
913/ご/ ５分後に思わず涙。 桃戸　ハル【編著】,田中　寛崇
913/よ/２ ６４　下 横山　秀夫【著】
913/よ/１ ６４　上 横山　秀夫【著】
913 ７ｄａｙｓ　ｗｏｎｄｅｒ 谷原　秋桜子，他∥著

９　文学



番号 作品名 著者名

９　文学

913/な/ ７人の名探偵
綾辻　行人,歌野　晶午,法月　綸太郎,有栖川　有栖,我孫子　武丸,
山口　雅也,麻耶　雄嵩,文芸第三出版部【編】

953 ８１３の謎 モーリス・ルブラン∥原著//南　洋一郎∥著
933 ８つの物語 フィリッパ・ピアス∥著//片岡　しのぶ∥訳
913 ８分音符のプレリュード 松本　祐子∥著
913 ９３番目のキミ 山田　悠介∥著

913/き/ ９９のなみだ　波
リンダブックス編集部,編者　佐藤万里　野坂律子　田中孝博　美崎
理恵　竹之内響介　甲木千絵　佐川里江　源祥子　蛭田直美　美木
麻里　谷口雅美,執筆者

913 ９９年の愛　ジュニア版 橋田　壽賀子∥著
913 ＡＢＣ 市川　朔久子
913 ＡＢＣＤＥＦＧ殺人事件 鯨　統一郎∥著
933 ＡＢＣ殺人事件 アガサ・クリスティ∥著//百々　佑利子∥訳
913 ａｉｒ 名木田　恵子∥著
913 Ａｌｌ　Ｓｍａｌｌ　Ｔｈｉｎｇｓ 角田　光代∥著
913/あ/２ Ａｎｏｔｈｅｒ　下 綾辻　行人【著】
913/あ/１ Ａｎｏｔｈｅｒ　上 綾辻　行人【著】
913/い/ ＡＸ 伊坂　幸太郎【著】
913 ＢＬＥＡＣＨ 久保　帯人，松原　真琴∥著

933 Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ，Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｓｅｅ Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ，Ｊｒ．∥著//Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ∥画//ビル・マーチン∥著

933 Ｃｕｒｉｏｕｓ　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｆｌｉｅｓ　ａ　Ｋｉｔｅ Ｈ．Ａ．Ｒｅｙ，Ｍａｒｇｒｅｔ　Ｒｅｙ，Ｈ．Ａ．レイ∥著
913 ＤＩＶＥ（１～４） 森　絵都∥著
913/あ/１ ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－　〔１ｓｔ　Ｓｅｔ〕 天沢　夏月
913/あ/２ ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－　２ｎｄ　Ｓｅｔ 天沢　夏月
913/あ/３ ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－　３ｒｄ　Ｓｅｔ 天沢　夏月
933 ＥＧＲ３ ヘレン・フォックス∥著//三辺　律子∥訳
913/あ/１ Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ　＜１＞＜２＞ ｈａｌｙｏｓｙ,雨宮　ひとみ【著】
933 Ｇｏｌｄ　Ｒｕｓｈ！ぼくと相棒のすてきな冒険 シド・フライシュマン∥著//金原　瑞人，市川　由季子∥訳
913 Ｈｉｇｈ　ａｎｄ　ｄｒｙ（はつ恋） よしもと　ばなな∥著
913/に/ ｉ 西　加奈子【著】
913 ＩＮ 桐野　夏生∥著

913
ＩＱ探偵タクトタクトＶＳムー！日本一の小学生探偵を探
せ！？　下

深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画

913 ＩＱ探偵タクトダンジョン小学校 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト季節はずれの幽霊騒動 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト桜の記憶 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト未来と拓斗の神隠し 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト密室小学校 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵ムーあの子は行方不明 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムーアリバイを探せ！ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムーそして、彼女はやってきた。 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムーバカ田トリオのゆううつ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムームーＶＳタクト！江戸の夜に猫が鳴く　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムームーＶＳタクト！江戸の夜に猫が鳴く　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー帰ってくる人形 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー時を結ぶ夢羽 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー春の暗号 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー真夏の夜の夢羽 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー夢羽、マジシャンになる。　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー夢羽、マジシャンになる。　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー夢羽、海の家へ行く。 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913/か/ Ｊｕｓｔ　Ｂｅｃａｕｓｅ！ 鴨志田　一
913 ＫＡＧＥＲＯＵ 齋藤　智裕∥著
913/い/ Ｋａｇｕｙａ－ｈｉｍｅ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913 Ｌｉｔｔｌｅ　ＤＪ 鬼塚　忠∥著
913 Ｌｏｓｔ　ａｎｄ　Ｆｏｕｎｄ 石崎　洋司，他∥著
913/い/ Ｍｏｍｏｔａｔｒｏ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
933 ＯＮＥ　ＤＡＹ ダニエル・エーレンハフト∥著//古屋　美登里∥訳
913/き/ Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ 喜多川　泰【著】

933 Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ，Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｈｅａｒ？ Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ，Ｊｒ．∥著//Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ∥画//ビル・マーチン∥著

913 ＲＡＮＭＡＲＵ 伊丹　由宇∥著//倣　学∥画
913/お/１ ＲＤＧ　レッドデータガール　１～５ 荻原　規子【著】
913 ＲＤＧレッドデータガールはじめてのお使い 荻原　規子∥著
913/な/１ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　１～３ 長月　達平【著】
943/い/ Ｓｅｖｅｎ　Ｂａｂｙ　Ｇｏａｔｓ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913/え/１５ ＳＦ宝石　２０１５ 井上　雅彦
933 Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｏｎ ジャクリーン・ウィルソン，他∥著//尾高　薫，他∥訳
913 ＳＯＳの猿 伊坂　幸太郎∥著
913/と/１ ＳＰＥＣ　１ 西荻　弓絵,豊田　美加
933/る/ ＳＴＡＲ　ＷＡＲＳフォースの覚醒前夜 グレッグ・ルーカ【著】,フィル・ノト,稲村　広香【訳】
913 Ｓ力人情商店街　１ 令丈　ヒロ子∥著//岡本　正樹∥画
913 Ｓ力人情商店街　４ 令丈　ヒロ子∥著//岡本　正樹∥画
913 Ｔ．Ｒ．Ｙ 井上　尚登∥著
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943/い/ Ｔｈｅ　Ｂｒｅｍｅｎ　Ｂａｎｄ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
949/い/ Ｔｈｅ　Ｅｍｐｅｒｏｒ’ｓ　Ｎｅｗ　Ｃｌｏｔｈｅｓ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913/い/ Ｔｈｅ　Ｇｒａｔｅｆｕｌ　Ｃｒａｎｅ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　１～４ あさの　あつこ∥著//鈴木　びんこ∥画
949/い/ Ｔｈｕｍｂｅｌｉｎａ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
933 Ｔｏｍｏｒｒｏｗ　ｓｔａｇｅ１～７ ジョン・マーズデン∥著//二見　千尋∥訳
913 Ｔｗｉｎｋｌｅ 香月　日輪，他∥著
913/ヴ/ Ｖｉｎｔａｇｅ’０６ 石田　衣良，他【著】,
933/え/ Ｘのアーチ スティーヴ・エリクソン【著】,柴田　元幸【訳】
913/も/ ＺＯＫＵ 森　博嗣【著】
913/お/ ＺＯＯ 乙一【著】
913 ア・ハッピーファミリー 黒野　伸一∥著
933/す/ ああ、たいくつだ ピーター・スピアー【著】,松川　真弓【訳】
913 ああ、三者面談 蓬莱　泰三∥著
908 アーサー王物語 阿刀田　高∥著
933 アースシーの風 Ｕ．Ｋ．ル・グウィン∥著//清水　真砂子∥訳
911 あーちゃん ねじめ　正一∥著//村上　康成∥画
913 アート少女 花形　みつる∥著
933 アーミッシュに生まれてよかった ミルドレッド・ジョーダン∥著//池田　智∥訳
913 アーモンド入りチョコレートのワルツ 森　絵都∥著
913 アイ・ラヴ・ユー 岡崎　由紀子∥著
933 アイアンハンド チャーリー・フレッチャー∥著//大嶌　双恵∥訳
933 アイアンマン クリス・クラッチャー∥著//金原　瑞人，西田　登∥訳
913/し/ アイスプラネット 椎名　誠【著】
933 アイスマーク　　１～２ スチュアート・ヒル∥著//金原　瑞人，中村　浩美∥訳
913 あいつまであと２秒 折原　みと∥著
913/お/ アイドルが恋しちゃだめですか？ ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ,小野　はるか【著】
933 アイドロン　１～３ ジェーン・ジョンソン∥著//神戸　万知∥訳//佐野　月美∥画
929/ち/ アイヌ神謡集 知里　幸恵【編訳】
913/い/ アイネクライネナハトムジーク 伊坂　幸太郎【著】
923// アイビロングドツウユウ
963/い/ アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G・イトゥルベ
933 アウトサイダーズ Ｓ．Ｅ．ヒントン∥著//唐沢　則幸∥訳
913/お/３ あかつきの波濤を切る 岡崎　ひでたか【著】,小林　豊【画】
913 あかね色の風 あさの　あつこ∥著//長谷川　知子∥画
913 アカペラ 山本　文緒∥著
933 アグリーガール ジョイス・キャロル・オーツ∥著//神戸　万知∥訳
933 アゴールニンズ ジョー・ウォルトン∥著//和爾　桃子∥訳
911 あした 高丸　もと子∥著//内田　新哉∥画
913 あしたははれ曜日！ 麻生　かづこ∥著//長野　ともこ∥画
913/な/ あしたは晴れた空の下で 中澤　晶子【著】
933 あしながおじさん ジーン・ウェブスター∥著//曾野　綾子∥訳
913 あずかりやさん 大山　淳子∥著
913 あすなろ三三七拍子 重松　清∥著
913 あそこの席 山田　悠介∥著
913 あたらしい図鑑 長薗　安浩∥著
913 あたり（魚信） 山本　甲士∥著

933 あっおちてくるふってくる
ジーン・ジオン∥著//マーガレット・ブロイ・グレアム∥画//まさき
るりこ∥訳

938 アッホ夫婦 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

913/せ/ あと少し、もう少し 瀬尾　まいこ【著】
943 アナ＝ラウラのタンゴ ヨアヒム・フリードリヒ∥著//平野　卿子∥訳
913 アナザー・ワールド よしもと　ばなな∥著
911/た/ あなたと読む恋の歌百首 俵　万智【著】
933 あなたはそっとやってくる ジャクリーン・ウッドソン∥著//さくま　ゆみこ∥訳
933/あ/ アナと雪の女王 サラ・ネイサン，セラ・ローマン【著】,しぶや　まさこ【訳】,

933 アナベル・ドールと世界一いじのわるいお人形
アン　Ｍ．マーティン，ローラ・ゴドウィン∥著//ブライアン・セルズ
ニック∥画

933 アニーとおばあちゃん
ミスカ・マイルズ∥著//ピーター・パーノール∥画//北面　ジョーン
ズ和子∥訳

933 アニモーフ　１ Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//羽地　和世∥訳
933 アニモーフ　２ Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//石田　理恵∥訳
933 アニモーフ　３ Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//石田　理恵∥訳
933 アニモーフ　４ Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//羽地　和世∥訳
933 アニモーフ　５ Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//石田　理恵∥訳
911 あのうたこのうた まど　みちお∥著
943 あのころはフリードリヒがいた　新版 ハンス・ペーター・リヒター∥著//上田　真而子∥訳
933 あの空をおぼえてる ジャネット・リー・ケアリー∥著//浅尾　敦則∥訳
913 あの世からの火 松谷　みよ子∥著
913 あの世レストラン 松谷　みよ子∥編//たかい　よしかず∥画
913 あの日、ブルームーンに。 宮下　恵茉∥著
916 あの日ベトナムに枯葉剤がふった 大石　芳野∥著
913 アパートのまど 竹下　文子∥著//杉田　豊∥画
933 あひるのジマイマのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913 あぶくアキラのあわの旅 いとう　ひろし∥著
933 アブダラと空飛ぶ絨毯 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//西村　醇子∥訳
931 アプリイ・ダプリイのわらべうた　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//なかがわ　りえこ∥訳
933 アボンリーへの道　１ モンゴメリ∥原著//Ｄ．アデール，Ｊ．ローゼンストック∥著
933 アボンリーへの道　４ モンゴメリ∥原著//Ｈ．コンキー∥著//村岡　美枝∥訳
933 アボンリーへの道　５ モンゴメリ∥原著//Ｆ．マクヒュー∥著//広瀬　美智子∥訳



番号 作品名 著者名

９　文学

963/ば/ アミ小さな宇宙人 エンリケ・バリオス【著】,石原　彰二【訳】,さくら　ももこ【画】
913/の/ アメリカひじき・火垂るの墓 野坂　昭如【著】
913 アメンボ号の冒険 椎名　誠∥著
929/あ/ アラジン 橘高　弓枝【著】
929/あ/ アラジン／ジャファーの逆襲 橘高　弓枝【著】
913 アラジン／ジャファーの逆襲 橘高　弓枝∥著
929 アラビアン・ナイト かの　りゅう∥編訳
949 アリスは友だちをつくらない グニラ・リン・ペルソン∥著//松沢　あさか∥訳//陣崎　草子∥画
913 アリの足 手塚　治虫∥原著//藤田　晋一∥著
933 アル・カポネによろしく ジェニファ・チョールデンコウ∥著//こだま　ともこ∥訳
933 アルケミスト：錬金術師ニコラ・フラメル マイケル・スコット∥著//橋本　恵∥訳
933 アルケミスト：錬金術師ニコラ・フラメル マイケル・スコット∥著//橋本　恵∥訳
933 アルジャーノンに花束を　改訂版 ダニエル・キイス∥著//小尾　芙佐∥訳
953 アルセーヌ・ルパン全集　１～２５ モーリス・ルブラン∥著//竹西　英夫∥訳
953 アルセーヌ・ルパン全集　別巻１～５ モーリス・ルブラン∥著//長島　良三∥訳
933 アルバートおじさんと恐怖のブラックホール ラッセル・スタナード∥著//岡田　好惠∥訳
933 アルバートおじさんのミクロの国の冒険 ラッセル・スタナード∥著//岡田　好惠∥訳
933 アルバートおじさんの時間と空間の旅 ラッセル・スタナード∥著//岡田　好惠∥訳
943 アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・スピリ∥原著
933 アルフレッド・クロップの奇妙な冒険 リック・ヤンシー∥著//堺　三保∥訳
913/こ/ ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい【著】
913/ひ/ ある男 平野　啓一郎【著】
913 アンティークＦＵＧＡ　１～６ あんびる　やすこ∥著//十々夜∥画

949 アンデルセンの１３の童話
ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥著//ナオミ・ルイス∥訳//ジョ
エル・ステュワート∥画

949 アンデルセン童話集　１　新装 アンデルセン∥著//大畑　末吉∥訳
949 アンデルセン童話集　２ アンデルセン∥著//山室　静∥編訳
949 アンデルセン童話集　２　新装 アンデルセン∥著//大畑　末吉∥訳
943 アントン エリザベート・ツェラー∥著//中村　智子∥訳
914 あんなぁよおぅききや 玉置　半兵衛∥著
949/ふ/ アンネの日記 アンネ・フランク【著】,深町　真理子【訳】
949 アンネの日記　完全版 アンネ・フランク∥著//深町　眞理子∥訳
913/あ/ アンネの日記（中国語） アンネ　フランク
913/あ/ アンマーとぼくら 有川　浩【著】
933 イーヨーのあたらしいうち Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
933 イーヨーのたんじょうび Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
914 いいんだか悪いんだか 林　真理子∥著
913/よ/ いい人ランキング 吉野　万理子【著】
913 いえでででんしゃ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
913 いえでででんしゃはこしょうちゅう？ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
911/ま/ いきいき動物 まど　みちお【著】
911 いきもの歳時記　夏 古舘　綾子∥著//舘　あきら，他∥写真//小林　絵里子∥画
911 いきもの歳時記　秋 古舘　綾子∥著//舘　あきら，他∥写真//小林　絵里子∥画
911 いきもの歳時記　春 古舘　綾子∥著//舘　あきら，他∥写真//小林　絵里子∥画
911 いきもの歳時記　冬 古舘　綾子∥著//舘　あきら，他∥写真//小林　絵里子∥画
973 イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ∥著//荒瀬　ゆみこ∥訳
913 イサナと不知火のきみ たつみや　章∥著//東　逸子∥画
913 イサナ龍宮の闘いへ たつみや　章∥著//東　逸子∥画
991 イソップ童話　下 イソップ∥著//二宮　フサ∥訳
991 イソップ童話　上 イソップ∥著//二宮　フサ∥訳
913/み/ いちご同盟 三田　誠広【著】
908 いちばんたいせつなもの 八百板　洋子∥編訳//ルディ・スコチル∥画
913 いつか、ふたりは二匹 西澤　保彦∥著
913/い/ いつか、眠りにつく日 いぬじゅん【著】
953 いっすんぼうしの話 レオポルド・ショヴォー∥著//出口　裕弘∥訳
911 いつだってスタートライン 杉本　深由起∥著//小林　雅代∥画
913/は/ いっちばん 畠中　恵【著】
913 いっぺんさん 朱川　湊人∥著
916 いつまでも、いつまでもお元気で 知覧特攻平和会館∥編
913 いつまでもここでキミを待つ ひろの　みずえ∥著
933 いつまでもベストフレンド サラ・デッセン∥著//おびか　ゆうこ∥訳
933 いつもお兄ちゃんがいた アラン・アルバーグ∥著//こだま　ともこ∥訳
933 いつもそばにいるから バーバラ・パーク∥著//ないとう　ふみこ∥訳
911 いつもどこかで 新川　和江∥著
913/い/２ いつもの朝に　下 今邑　彩【著】
913/い/１ いつもの朝に　上 今邑　彩【著】
914/な/ いとし子よ 永井　隆【著】
911/か/ いのちにさわったら 鹿島　和夫【編】
914/ほ/ いのちの車窓から 星野　源【著】
956/く/ いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ【著】,河野　万里子【訳】
913/い/ いま、会いにゆきます 市川　拓司【著】
913 いもうと物語 氷室　冴子∥著
913 イモヅル式物語 スズキ　コージ∥著
933 イヤーオブノーレイン アリス・ミード∥著//横手　美紀∥訳
933 イリュージョン リチャード・バック∥著//佐宗　鈴夫∥訳
933 イルカの家 ローズマリー・サトクリフ∥著//乾　侑美子∥訳
913/き/ いるのいないの 京極　夏彦,町田　尚子,東　雅夫【編】
983 イワンのばか　新版 レフ・トルストイ∥著//金子　幸彦∥訳
913 インビジブルレイン 誉田　哲也∥著
933/ぶ/１ インフェルノ　上 ダン・ブラウン【著】,越前　敏弥【訳】
933/そ/１ ヴァンパイレーツ　１～１０ ジャスティン・ソンパー,海後　礼子【訳】



番号 作品名 著者名
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913 ヴィヴァーチェ あさの　あつこ∥著
933 ウィッシュリスト オーエン・コルファー∥著//種田　紫∥訳
913 ヴィヨンの妻 太宰　治∥著

933 ウィルキンズの歯と呪いの魔法
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//原島　文世∥訳//佐竹　美保∥
画

933 ウォーリアーズ　１～６　ポケット版 エリン・ハンター∥著//金原　瑞人∥訳
933 ウォーリーのゆめのくにだいぼうけん マーティン・ハンドフォード∥著//唐沢　則幸∥訳
933 ウサギが丘のきびしい冬 ロバート・ローソン∥著//三原　泉∥訳
913/な/ うさぎとトランペット 中沢　けい【著】
913 うさぎとトランペット 中沢　けい∥著
933 ウサギまいごになる Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳

933 うしはどこでも「モ～！」
エレン・スラスキー・ワインスティーン∥著//ケネス・アンダーソン∥
画//桂　かい枝∥訳

933 うちの一階には鬼がいる！ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//原島　文世∥訳
913 ウミガメと少年 野坂　昭如∥著//男鹿　和雄∥画//早川　敦子∥訳

933 うみのすきなきかんしゃダック
ウィルバート・オードリー∥原著//ブリット・オールクロフト∥写真//
まだらめ　三保∥訳

913 うらめしやレストラン 松谷　みよ子∥編//かとう　くみこ∥画
913 うるさいんだよ、母さんは 竹内　日出男∥著

943 ウルフ・サーガ　下
ケーテ・レヒアイス∥著//松沢　あさか∥訳//カレン・ホレンダー∥
画

943 ウルフ・サーガ　上
ケーテ・レヒアイス∥著//松沢　あさか∥訳//カレン・ホレンダー∥
画

933 ウルフィーからの手紙 パティ・シャーロック∥著//滝沢　岩雄∥訳
933 ウルフ谷の兄弟 デーナ・ブルッキンズ∥著//宮下　嶺夫∥訳
943 ウルメル宇宙へゆく マックス・クルーゼ∥著//加藤　健司∥訳//エーリヒ・ヘレ∥画
933 エアボーン ケネス・オッペル∥著//原田　勝∥訳
913 エイジ 重松　清∥著
913/こ/ エイレーネーの瞳 小前　亮【著】
913 エイレーネーの瞳 小前　亮∥著
933 エヴァが目ざめるとき ピーター・ディッキンソン∥著//唐沢　則幸∥訳
913/い/ エースの系譜 岩崎　夏海【著】
913/え/ エール はやみね　かおる,浜野　京子,石川　宏千花,風野　潮,香坂　直

943 エスターハージー王子の冒険
イレーネ・ディーシェ，ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー∥著
//那須田　淳∥訳

913 エバーグリーン 豊島　ミホ∥著
933 エマ・ジーン・ラザルス、木から落ちる ローレン・ターシス∥著//部谷　真奈実∥訳
933 エミリーのしっぽ リズ・ケスラー∥著//矢羽野　薫∥訳
933 エミリーへの手紙 キャムロン・ライト∥著//小田島　則子，小田島　恒志∥訳
933/す/ エメラルド・アトラス ジョン・スティーブンス【著】,片岡　しのぶ【訳】
933 エラゴン クリストファー・パオリーニ∥著//大嶌　双恵∥訳
913 エリアの魔剣　２ 風野　潮∥著//そらめ∥画
933 エルフたちの午後 ジャネット・テーラー・ライル∥著//宮下　嶺夫∥訳
933 エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット∥著//わたなべ　しげお∥訳
933 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット∥著//わたなべ　しげお∥訳
933 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット∥著//わたなべ　しげお∥訳
933 エレック・レックス　１ カザ・キングスレイ∥著//服部　千佳子，富原　まさ江∥訳
913/か/ エレベーターのふしぎなボタン 加藤　直子,杉田　比呂美
913 えんの松原 伊藤　遊∥著//太田　大八∥画
933 エンバー ジェニー・デュープロ∥著//松本　みどり∥訳

938 オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//中村　妙子∥訳

953/ぶ/ おうさまババール ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
929 おうじょさまとなかまたち アローナ・フランケル∥著//もたい　なつう∥訳
913 オー・スッパ 越野　民雄∥著//高畠　純∥画
911/お/ おーいぽぽんた俳句・短歌鑑賞 大岡　信【著】
933 オオカミ族の少年 ミシェル・ペイヴァー∥著//さくま　ゆみこ∥訳//酒井　駒子∥画
933/し/ おおきな木 シェル・シルヴァスタイン,村上　春樹【訳】
913/ま/１ オーバーロード　１～５ 丸山　くがね【著】,ｓｏ‐ｂｉｎ
933 オーブンの中のオウム ヴィクター・マルティネス∥著//さくま　ゆみこ∥訳
943 オーラフとサンタクロース、海底にプレゼントをはこぶ フォルカー・クリーゲル∥著//三浦　美紀子∥訳
953 おかしな家族 ジャン・コクトー∥著//高橋　洋一∥訳
983 おかしな人間の夢 ドストエフスキー∥著//太田　正一∥訳
915 おくのほそ道 松尾　芭蕉∥著//齋藤　孝∥編//中谷　靖彦∥画
915 おくのほそ道の旅 萩原　恭男，杉田　美登∥著
933 おさるのジョージうみへいく Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
933 おさるのジョージえいがをみる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
933 おさるのジョージききゅうにのる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
933 おさるのジョージキャンプにいく Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
933 おさるのジョージこいぬをかう Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
933 おさるのジョージスキーをする Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
933 おさるのジョージダンプカーにのる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
933 おさるのジョージチョコレートこうじょうへいく Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
933 おさるのジョージどうぶつえんへいく Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
933 おさるのジョージパレードにでる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
933 おさるのジョージパンケーキをつくる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
933 おさるのジョージゆめをみる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
913 おじいちゃんが、わすれても… 大塚　篤子∥著//こころ　美保子∥画
949/お/ おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン,エヴァ・エリクソン,菱木　晃子【訳】
933 おじいちゃんのカメラ パトリシア・マクラクラン∥著//掛川　恭子∥訳
953 おじいちゃんの休暇 イヴォン・モーフレ∥著//末松　氷海子∥訳
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949/す/ おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク,アンナ・ヘグルンド,菱木　晃子【訳】
913 おしゃべりな五線譜 香谷　美季∥著
933 おしゃべりな手紙たち ポーラ・ダンジガー，アン　Ｍ．マーティン∥著//宇佐川　晶子∥訳
933 オズの魔法使い バウム∥著//守屋　陽一∥訳
913/み/ おそろし 宮部　みゆき【著】
913 オチケン！ 大倉　崇裕∥著
933 おぢさん レイモンド・ブリッグズ∥著//林　望∥訳
933/え/ オックスフォード物語 ジリアン・エイブリー【著】,神宮　輝夫【訳】,杉田　比呂美【画】
933 オットーと空飛ぶふたご シャルロット・ハプティー∥著//石田　文子∥訳
933 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ∥著//さくま　ゆみこ∥訳

933 おとうさんの庭
ポール・フライシュマン∥著//バグラム・イバトゥリーン∥画//藤本
朝巳∥訳

913 おとぎの国の郵便切手 安野　光雅∥著
910 おとなになる旅 澤地　久枝∥著
913/よ/ おとなになれなかった弟たちに 米倉　斉加年【著】
933 おどる人形 ドイル∥著//亀山　龍樹∥訳
913/み/ おなやみ相談部 みうら　かれん【著】,十々夜
913 おのぞみの結末 星　新一∥著//和田　誠∥画
913/お/ おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ 緒川　さよ,久永　フミノ
913 おばあのものがたり つかさ　おさむ∥著

938 おばけ桃が行く ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

913/よ/ おはなしだいすき 与田　凖一【編】
913 オババの森の木登り探偵 平野　肇∥著
913 オフェーリアの物語 山田　正紀∥著
913/に/ おまじない 西　加奈子【著】
913/あ/ おもかげ 浅田　次郎【著】
913/お/ おもしろい話が読みたい！　ラブリー編 あさの　あつこ,越水　利江子,小林　深雪,服部　千春,令丈　ヒロ子
914 おもしろくても理科 清水　義範∥著
913 おもしろ落語図書館　その１～１０ 三遊亭　圓窓∥著
913 おもひでぽろぽろ 岡本　螢，刀根　夕子∥原著
933 おやすみなさいトムさん ミシェル・マゴリアン∥著//中村　妙子∥訳
913 オリーヴの小道で 今江　祥智∥著//宇野　亜喜良∥画
933 オリーブの海 ケヴィン・ヘンクス∥著//代田　亜香子∥訳
933 オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ∥著//神鳥　統夫∥訳
933 おりの中の秘密 ジーン・ウィリス∥著//千葉　茂樹∥訳
933 オリビア イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
933 オリビア…ときえたにんぎょう イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
933 オリビアクリスマスのおてつだい イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
933 オリビアサーカスをすくう イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
933 オリビアバンドをくむ イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
913 おれたちの別れ 浜野　卓也∥著
913/さ/ おれのおばさん 佐川　光晴【著】
913 オレンジソース 魚住　直子∥著//西田　多希∥画
913 オレンジ党と黒い釜 天沢　退二郎∥著
991 おろかなカエル イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
933 オワタンノーク・ホテル マイヤ・ウィリアムズ∥著//遠藤　由香里∥訳
913/く/ オン・ザ・ライン 朽木　祥【著】
914 おんぶにだっこ さくら　ももこ∥著
913/あ/１ オンライン！　１～３ 雨蛙ミドリ,大塚　真一郎
913 お化け屋敷レストラン 松谷　みよ子∥編
913 お伽草紙 太宰　治∥著//スズキ　コージ∥画
913 お助け・三丁目が戦争です 筒井　康隆∥著
913/む/１ お任せ！数学屋さん　１～２ 向井　湘吾
913/お/ お母ちゃんお母ちゃーんむかえにきて 奥田　継夫【著】,梶山　俊夫【画】
913/す/ か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる【著】
933 カーズ２ アイリーン・トリンブル∥著//橘高　弓枝∥訳
913 かあちゃん 重松　清∥著
913 ガール！ガール！ガールズ！ 宮下　恵茉∥著
913/か/ ガールズ・ステップ 宇山　佳佑,江頭　美智留,影山　由美【著】
913 ガールズ・ブルー あさの　あつこ∥著
913 ガールズ・ブルー　２ あさの　あつこ∥著
933 ガールズアウトレイト ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
933 ガールズアンダープレッシャー ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
933 ガールズインティアーズ ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
933 ガールズインラブ ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
949 ガイコツになりたかったぼく ウルフ・スタルク∥著//菱木　晃子∥訳//はた　こうしろう∥画
913 かいぶつトロルのまほうのおしろ たなか　鮎子∥著
933 カイロ・ジム　１ ジェフリー・マクスキミング∥著//貴美島　紀∥訳
913/み/ カイロ団長 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
913 カウントダウンノベルズ 豊島　ミホ∥著
933 カエルになったお姫様 Ｅ．Ｄ．ベイカー∥著//務台　夏子∥訳
913 カカオ８０％の夏 永井　するみ∥著
933/う/ かかし ロバート・ウェストール【著】,金原　瑞人【訳】
913/つ/ かがみの孤城 辻村　深月【著】
913 かかみ野の風 赤座　憲久∥著
916/ま/ かがやく先輩からのメッセージ 松田亜子　編者
911/ま/ かがやけ木と草 まど　みちお【著】
911 カキフライが無いなら来なかった せきしろ，又吉　直樹∥著
913/じ/１ カゲロウデイズ１～８ じん（自然の敵Ｐ）【著】
933 カスピアン王子のつのぶえ Ｃ．Ｓ．ルイス∥著//瀬田　貞二∥訳
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933 カスピアン王子のつのぶえ Ｃ．Ｓ．ルイス∥著//瀬田　貞二∥訳
913 カチューシャ 野中　ともそ∥著
913/ひ/ カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾【著】
933 ガッチャ！ ジョーダン・ソーネンブリック∥著//池内　恵∥訳
913/い/ かっちん いずみ　たかひろ
933 カナリーズ・ソング ジェニファー・アームストロング∥著//金原　瑞人，石田　文子∥訳
933 カニグズバーグ作品集　１～９ カニグズバーグ∥著//松永　ふみ子∥訳
913/く/ かはたれ 朽木　祥,山内　ふじ江【画】
913/は/ カフーを待ちわびて 原田　マハ【著】
913/む/ カフェかもめ亭 村山　早紀
913/む/ カフェかもめ亭　猫たちのいる時間 村山　早紀
943 かべにプリンをうちつけろ クリスティーネ・ネストリンガー∥著//平野　卿子∥訳
913 かまいたち 宮部　みゆき∥著
913 カミングアウト 島田　和子∥著
913/み/ ガムボールマシーン 美嘉【著】
913/き/ かめくんのこと 北野　勇作【著】,森川　弘子【画】
913/く/ かもめ高校バドミントン部の混乱 朽葉屋　周太郎【著】
933/が/ カラヴァル ステファニー・ガーバー【著】,西本　かおる【訳】
913 がらくた 江國　香織∥著
913 ガラスのうさぎ　新版 高木　敏子∥著
933 ガラスの家族 キャサリン・パターソン∥著//岡本　浜江∥訳

933 ガラスの大エレベーター ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

913/う/１－２カラダ探し　〔第１夜〕下 ウェルザード【著】
913/う/１－１カラダ探し　〔第１夜〕上 ウェルザード【著】
913 カラフル 森　絵都∥著
913 カラフルな闇 まはら　三桃∥著
983 カラマーゾフの兄弟　１ ドストエフスキー∥著//亀山　郁夫∥訳
983 カラマーゾフの兄弟　２ ドストエフスキー∥著//亀山　郁夫∥訳
983 カラマーゾフの兄弟　４ ドストエフスキー∥著//亀山　郁夫∥訳
983 カラマーゾフの兄弟　５　エピローグ別巻 ドストエフスキー∥著//亀山　郁夫∥訳
933 ガリヴァー旅行記 スウィフト∥著//中野　好夫∥訳

933 ガリヴァー旅行記　ヴィジュアル版 ジョナサン・スウィフト∥原著//クリス・リデル∥画//原田　範行∥訳

913 ガリレオの苦悩 東野　圭吾∥著
933 カルアシ・チミーのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913 かわいそうなぞう 土家　由岐雄∥著//武部　本一郎∥画
913 カワセミの森で 芦原　すなお∥著
911 かんがえる まど　みちお∥著
933 カンガとルー森にくる Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
913/し/ かんからさんしん物語 嶋　津与志【著】
933 ガンジス・レッド、悪魔の手と呼ばれしもの ディーン・ヴィンセント・カーター∥著//原田　勝∥訳
913 カンニング 竹内　日出男∥著
913/よ/ がんばっ！卓球部 横沢　彰,小松　良佳
913 ガンバとカワウソの冒険 斎藤　惇夫∥著
933/い/ ガンプ エヴァ・イボットソン【著】,三辺　律子【訳】
913 きいちゃん 山元　加津子∥著//多田　順∥画
933 キーパー マル・ピート∥著//池　央耿∥訳
908 きいろの童話集 アンドルー・ラング∥編
933 キキ・ストライクと謎の地下都市 キルステン・ミラー∥著//三辺　律子∥訳
913/あ/ キケン 有川　浩【著】
913 キサトア 小路　幸也∥著
933 キッズ・スタッフ ジョナサン・マーシュ∥著//芝原　三千代∥訳
913/よ/ キッチン 吉本　ばなな
913 きっとどこかの空の下で 三輪　裕子∥著//川村　みづえ∥画
913 キッドナップ・ツアー 角田　光代∥著
933/す/ きっとみんなよろこぶよ ピーター・スピアー【著】,松川　真弓【訳】
933 キツネどんのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
933/す/ きつねのとうさんごちそうとった ピーター・スピアー【著】,松川　真弓【訳】
933/ば/ キツネのはじめてのふゆ マリオン・デーン・バウアー,リチャード・ジョーンズ,横山　和江【訳】
913 キツネ山の夏休み 富安　陽子∥著
913/い/ キップをなくして 池沢　夏樹
913 キップをなくして 池澤　夏樹∥著
913 きのうの少年 小森　真弓∥著
913 きのうの神さま 西川　美和∥著
913/し/１ キノの旅　１～５ 時雨沢　恵一
913 ぎぶそん 伊藤　たかみ∥著
913/こ/ きみがいてよかった 小林　深雪,牧村　久実【画】
973 きみがくれたぼくの星空 ロレンツォ・リカルツィ∥著//泉　典子∥訳
913 きみスキ 梨屋　アリエ∥著
913/み/６ キミと、いつか。　〔６〕 宮下　恵茉,染川　ゆかり
933 きみといつか行く楽園 アダム・ラップ∥著//代田　亜香子∥訳
913/こ/ きみの声を聞かせて 小手鞠　るい【著】
913 きみの友だち 重松　清∥著
913/な/ きみはいい子 中脇　初枝【著】
913 キャプテン、らくにいこうぜ 後藤　竜二∥著//杉浦　範茂∥画
943 キャプテン・ブルーベアの１３と１／２の人生　上・中・下 ヴァルター・メアス∥著//平野　卿子∥訳
913 キャプテンがんばる 後藤　竜二∥著//杉浦　範茂∥画
913/ご/ キャプテンはつらいぜ 後藤　竜二【著】,杉浦　範茂【画】
933 キャンディ・フロス ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
933 きょうりゅうが学校にやってきた Ａ．フォーサイス∥著//熊谷　鉱司∥訳



番号 作品名 著者名

９　文学

913/し/ きよしこ 重松　清【著】
913 ギョットちゃんの冒険 阿川　佐和子∥著
933 ぎょろ目のジェラルド アン・ファイン∥著//岡本　浜江∥訳
933 きらきら シンシア・カドハタ∥著//代田　亜香子∥訳
911 きらきらがいっぱい 新美　亜希子∥著//岡　直∥画
933 きらきらピンク ナン・グレゴリー∥著//リュック・メランソン∥画//灰島　かり∥訳
913/お/ キラキラ共和国 小川　糸【著】
913 キラメキ☆ライブハウス　２ 牧野　節子∥著//沢音　千尋∥画
933 キリエル Ａ．Ｍ．ジェンキンス∥著//宮坂　宏美∥訳
991 ギリシア・ローマ神話　下 トマス・ブルフィンチ∥著//野上　彌生子∥訳
991 ギリシア神話オリュンポスの書 斉藤　洋∥著//佐竹　美保∥画
991 ギリシア神話トロイアの書 斉藤　洋∥著//佐竹　美保∥画
991 ギリシア神話ペルセウスの書 斉藤　洋∥著//佐竹　美保∥画
913/や/ キリン 山田　悠介
944 キリンと暮らすクジラと眠る アクセル・ハッケ∥著//那須田　淳，木本　栄∥訳
911 きんじょのきんぎょ 内田　麟太郎∥著//長野　ヒデ子∥画
933 グールド魚類画帖 リチャード・フラナガン∥著//渡辺　佐智江∥訳
913 クォンタム・ファミリーズ 東　浩紀∥著
913/ふ/ クサヨミ 藤田　雅矢【著】,中川　悠京【画】
913 クジラと少年の海 小島　曠太郎∥著
913/み/ グスコーブドリの伝記 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
913/な/ くちびるに歌を 中田　永一【著】
913 グッド・バイ 太宰　治∥著

963 グッドラック
アレックス・ロビラ，フェルナンド・トリアス・デ・ベス∥著//田内　志文
∥訳

913/よ/ クドリャフカの順番 米沢　穂信
913 クビキリサイクル 西尾　維新∥著
913 くまちゃん 角田　光代∥著
913 くまとやまねこ 湯本　香樹実∥著//酒井　駒子∥画
933/ぼ/ くまのパディントン マイケル・ボンド,ペギー・フォートナム【画】,松岡　享子【訳】
933 くまのプーさん Ａ．Ａ．ミルン∥原著//倉田　真木∥著
930 クマのプーさんの魔法の知恵 ジョン　Ｔ．ウィリアムズ∥著//小田島　則子∥訳
933/い/ クラーケンの島 エヴァ・イボットソン【著】,三辺　律子【訳】
923// クライミーアサドリヴァー
913/あ/ グラウンドの空 あさの　あつこ【著】
913/い/ グラスホッパー 伊坂　幸太郎
913/も/２ クラスメイツ　後期 森　絵都【著】
913/も/１ クラスメイツ　前期 森　絵都【著】
913 クラスルーム 折原　一∥著
913/や/ グラツィオーソ 山口　なお美【著】
913 グラデーション 永井　するみ∥著
913 くらのかみ 小野　不由美∥著

933 グリーン・ノウの煙突
ルーシー　Ｍ．ボストン∥著//ピーター・ボストン∥画//亀井　俊介
∥訳

933 グリーン・ノウの子どもたち
ルーシー　Ｍ．ボストン∥著//ピーター・ボストン∥画//亀井　俊介
∥訳

933 グリーン・ノウの魔女 Ｌ．Ｍ．ボストン∥著//亀井　俊介∥訳
933 クリスマス・キッス Ｍ．Ｅ．ラブ∥著//西田　佳子∥訳//大滝　まみ∥画
933 クリスマス・キャロル ディケンズ∥著//脇　明子∥訳
913 クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ∥著//吉田　新一∥訳
933 クリスマスの天使 アヴィ∥著//金原　瑞人∥訳//塩田　雅紀∥画
933 クリスマス殺人事件 Ｎ．ブレイク∥著//内田　庶∥訳
913 グリックの冒険 斎藤　惇夫∥著
913 ぐりとぐら なかがわ　りえこ，おおむら　ゆりこ∥著
913 ぐりとぐらとくるりくら なかがわ　りえこ∥著//やまわき　ゆりこ∥画
913 ぐりとぐらの１ねんかん 中川　李枝子∥著//山脇　百合子∥画
913 ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子，山脇　百合子∥著
913 ぐりとぐらのおおそうじ 中川　李枝子∥著//山脇　百合子∥画
913 ぐりとぐらのかいすいよく 中川　李枝子∥著//山脇　百合子∥画

943 グリム童話集　１～３
ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥編
//相良　守峯∥訳

913 くるくるコンパス 越谷　オサム∥著
913 ぐるぐる猿と歌う鳥 加納　朋子∥著
933 グレイ・アーサー　１ ルイーズ・アーノルド∥著//松本　美菜子∥訳//三木　謙次∥画

933 クレイジー・レディー！
ジェイン・レズリー・コンリー∥著//尾崎　愛子∥訳//森脇　和則∥
画

933 クレージー・マギーの伝説 ジェリー・スピネッリ∥著//菊島　伊久栄∥訳
933 グレーター・グッド エイミー・ショア・フェリス∥著//橋出　たより∥訳
933 グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー∥著//中井　はるの∥訳
933/き/ グレッグのダメ日記　いちかばちか、やるしかないね！ ジェフ・キニー,中井　はるの【訳】
933/き/ グレッグのダメ日記　さすがに、へとへとだよ ジェフ・キニー,中井　はるの【訳】
933/き/ グレッグのダメ日記　にげだしたいよ！ ジェフ・キニー,中井　はるの【訳】
933/き/ グレッグのダメ日記　やっぱり、むいてないよ！ ジェフ・キニー,中井　はるの【訳】
933 グレッグのダメ日記あ～あ、どうしてこうなるの！？ ジェフ・キニー∥著//中井　はるの∥訳
933 グレッグのダメ日記なんとか、やっていくよ ジェフ・キニー∥著//中井　はるの∥訳
933 グレッグのダメ日記もう、がまんできない！ ジェフ・キニー∥著//中井　はるの∥訳
933 グロースターの仕たて屋　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913/お/ クローバー・レイン 大崎　梢
933/ぺ/１ クロニクル千古の闇　１ ミシェル・ペイヴァー,さくま　ゆみこ【訳】,酒井　駒子【画】
913 ケイタイ電話レストラン 松谷　みよ子∥編//たかい　よしかず∥画
913/や/１　２ゲート　１　下　接触編 柳内　たくみ【著】



番号 作品名 著者名
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913/や/１ー１ゲート　１　上　接触編 柳内　たくみ【著】
933/す/ ケーレブとケート ウィリアム・スタイグ【著】,あそう　くみ【訳】
943 ケストナー少年文学全集　１ エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
943 ケストナー少年文学全集　２ エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
943 ケストナー少年文学全集　３ エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
943 ケストナー少年文学全集　４ エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
943 ケストナー少年文学全集　５ エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
943 ケストナー少年文学全集　６ エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
943 ケストナー少年文学全集　７ エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
943 ケストナー少年文学全集　８ エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
943 ケストナー少年文学全集　別巻 エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
933 ゲド戦記外伝 Ｕ．Ｋ．ル・グウィン∥著//清水　真砂子∥訳
913/か/ ケルベロスの肖像 海堂　尊【著】
914 ケンブリッジ・サーカス 柴田　元幸∥著
913 コウタロウとぼく 綾瀬　学∥著//ヒロミチイト∥画
933 ゴースト・ゴースト Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
933/う/ ゴーストアビー ロバート・ウェストール【著】,金原　瑞人【訳】
933 ゴーストハウス クリフ・マクニッシュ∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
913/か/ コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和【著】
933 コーラムとセフィーの物語 マロリー・ブラックマン∥著//冨永　星∥訳
923// コールツウアームズ 魯迅
923// ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎
913 ゴールド・フィッシュ 森　絵都∥著
913 こすもすベーカリー物語 日本児童文学者協会∥編//松本　春野∥画//木暮　正夫，他∥著

938 こちらゆかいな窓ふき会社
ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//清水　奈緒子∥
訳

913 こちら地球防衛軍 さとう　まきこ∥著
933 ゴッドハンガーの森 ディック・キング・スミス∥著//金原　瑞人∥訳

938 ことっとスタート ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

913 こども古典落語　３　うらめしやオバケ編 小島　貞二∥著
933 こねこのトムのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913/よ/ このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ
910/こ/２０１３このライトノベルがすごい！　２０１３ 「このライトノベルがすごい！」編集部【編】
910/こ/１８ このライトノベルがすごい！　２０１８ 『このライトノベルがすごい！』編集部【編】

933 この輝かしい日々
ローラ・インガルス・ワイルダー∥著//足沢　良子∥訳//むかい　な
がまさ∥画

913/た/ この国の空 高井　有一【著】
914/な/ この子を残して 永井　隆【著】
913 この風にトライ 上岡　伸雄∥著
933 コブタと大こうずい Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
933 コブタのおてがら Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
933 コブタのおてがら Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
933 こぶたのピグリン・ブランドのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//まさき　るりこ∥訳
933 こぶたのロビンソンのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//まさき　るりこ∥訳
913 コブタの気持ちもわかってよ 小泉　吉宏∥著
913/な/ こぶたものがたり 中沢　晶子,ささめや　ゆき
916 ゴリラを描きたくて 阿部　知暁∥著
929 コルドバをあとにして ドリット・オルガッド∥著//樋口　範子∥訳
938 こわいい動物 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//灰島　かり∥訳
933/あ/ こわいよこわいよ ライザ・アレクサンダー【著】,トム・クーク【画】,せな　あいこ【訳】
933 こわいわるいうさぎのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
933 こわれた腕環 アーシュラ　Ｋ．ル・グィン∥著//清水　真砂子∥訳
913/い/ こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川　拓司【著】
933 こんにちはアグネス先生 カークパトリック・ヒル∥著//宮木　陽子∥訳//朝倉　めぐみ∥画
913/む/ コンビニたそがれ堂 村山　早紀
913/む/ コンビニたそがれ堂　奇跡の招待状 村山　早紀
913/む/ コンビニたそがれ堂　空の童話 村山　早紀
913/む/ コンビニたそがれ堂　祝福の庭 村山　早紀
913/む/ コンビニたそがれ堂　神無月のころ 村山　早紀
913/む/ コンビニたそがれ堂　星に願いを 村山　早紀
913/む/ コンビニ人間 村田　沙耶香【著】
913/ひ/ コンビニ夢物語 姫井　由美子【著】
933 ザ・ギバー ロイス・ローリー∥著//掛川　恭子∥訳
913 ザ・クイズショウ 及川　拓郎∥著
912 ザ・シアター　２集 ザ・シアター編集委員会∥編
913/に/２００５ザ・ベストミステリーズ　２００５ 日本推理作家協会【編】,石田　衣良，他【著】,
933 ザ・ロープメイカー伝説を継ぐ者 ピーター・ディッキンソン∥著//三辺　律子∥訳
913/し/ さあ、文学で戦争を止めよう 笙野　頼子【著】
913 サーカスの怪人 江戸川　乱歩∥著
942 サーカス物語 ミヒャエル・エンデ∥著//矢川　澄子∥訳
942 サーカス物語 ミヒャエル・エンデ∥著//矢川　澄子∥訳
933 サークル・オブ・マジック デブラ・ドイル，ジェイムズ　Ｄ．マクドナルド∥著//武者　圭子∥訳
933/ど/ サークル・オブ・マジック邪悪の彫像／王様の劇場 デブラ・ドイル，ジェイムズ　Ｄ．マクドナルド【著】,武者　圭子【訳】,
933 さいごの戦い Ｃ．Ｓ．ルイス∥著//瀬田　貞二∥訳
913 サイコバスターズ　１ 青樹　佑夜∥著
943 サイコブレイカー セバスチャン・フィツェック∥著//赤根　洋子∥訳
913/お/２ さいはての潮に叫ぶ 岡崎　ひでたか【著】,小林　豊【画】
933 さいはての島へ アーシュラ　Ｋ．ル・グィン∥著//清水　真砂子∥訳
936 サイボーグとして生きる マイケル・コロスト∥著//椿　正晴∥訳
933/あ/ サイモンｖｓ人類平等化計画 ベッキー・アルバータリ,三辺　律子【訳】
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911/び/ さがしています アーサー・ビナード,岡倉　禎志【写真】
913 さがしものが見つかりません！ 秋山　浩司∥著
911 サキサキ 穂村　弘∥編//高畠　那生∥画
913 さぎ師たちの空 那須　正幹∥著
分類番号 作品名 著者名
913 さくら、ひかる。 小森　香折∥著//木内　達朗∥画
949 サクランボたちの幸せの丘 アストリッド・リンドグレーン∥著//石井　登志子∥訳
913/つ/ サクラ咲く 辻村　深月【著】
913/き/ さざなみのよる 木皿　泉【著】
913/は/ サッカーボーイズ はらだ　みずき
913/は/ サッカーボーイズ１３歳 はらだ　みずき
913/は/ サッカーボーイズ１４歳 はらだ　みずき
913/は/ サッカーボーイズ１５歳 はらだ　みずき

953 サトウキビ畑のカニア
フレデリック・ピション∥著//ダニエル　遠藤みのり∥訳//内海　博
信∥画

913 さとうきび畑の唄 遊川　和彦∥著
933 サフィーの天使 ヒラリー・マッカイ∥著//冨永　星∥訳
913/い/ サブマリン 伊坂　幸太郎【著】
913/す/ さよなら、田中さん 鈴木　るりか【著】
913 さよならのプレゼント 佐野　久子∥著//片山　若子∥画
933 さよなら僕の夏 レイ・ブラッドベリ∥著//北山　克彦∥訳
913/よ/ さよなら妖精 米沢　穂信【著】
911/ま/ サラダ記念日 俵　万智【著】
913/に/２ サラバ！　下 西　加奈子
913/に　/１ サラバ！上 西　加奈子
933 サリーおばさんとの一週間 ポリー・ホーヴァス∥著//北條　文緒∥訳
913 ザリガニ同盟 今村　葦子∥著
913 サリファツナミをのりこえて 山本　斐子∥著//りえきのりえかきのえ∥画
933 ザンジバルの贈り物 マイケル・モーパーゴ∥著//フランソワ・プラス∥画//寺岡　襄∥訳
943 サンタ・クルスへの長い旅 ミヒャエル・エンデ∥著//ささき　たづこ∥訳
913 サンネンイチゴ 笹生　陽子∥著
914 し 原田　宗典∥著
913 シアター！ 有川　浩∥著
913 シアター！　２ 有川　浩∥著
913 しあわせラーメン、めしあがれ！ 上條　さなえ∥著//下平　けーすけ∥画
933/う/ ジーヴズの事件簿　才智縦横の巻 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス【著】,岩永　正勝【編訳】,小山　太一【編訳】
933/う/ ジーヴズの事件簿　大胆不敵の巻 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス【著】,岩永　正勝【編訳】,小山　太一【編訳】
933 シーオグ（小妖精）の祈り ジェイムズ・ヘネガン∥著//佐々木　信雄∥訳
933 ジーキル博士とハイド氏 スティーヴンスン∥著//海保　眞夫∥訳

933 シークレッツ
ジャクリーン・ウィルソン∥著//小竹　由美子∥訳//ニック・シャラッ
ト∥画

949 シーラスとマッティ出会い セシル・ボトカー∥著//橘　要一郎∥訳
913/は/ ジヴェルニーの食卓 原田　マハ【著】

933/し/ シェイクスピア物語集
ウィリアム・シェイクスピア【原著】,ジェラルディン・マコックラン【著】,
金原　瑞人【訳】

910/か/ ジェネラル・ルージュの伝説 海堂　尊【著】
913/た/ ジェノサイド 高野　和明【著】
933 シェフィールドを発つ日 バーリー・ドハーティ∥著//中川　千尋∥訳
933 ジェリーの戦争 ジェフリー・ヴィタレ∥著//佐藤　睦∥訳//花山　一美∥画
933 ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913 ジキルとハイドあらわる！ 楠木　誠一郎∥著//来世・世乃∥画
913 ジキルとハイドあらわる！ 楠木　誠一郎∥著//来世・世乃∥画
933 ジキル博士とハイド氏 スティーブンソン∥著//百々　佑利子∥訳
913/み/ シグナルとシグナレス 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
913/さ/ じごくゆきっ 桜庭　一樹【著】
913/や/ しずかな日々 椰月　美智子,またよし
913 しずく 西　加奈子∥著
933 シスタースパイダー エイドリアン・フォゲリン∥著//西本　かおる∥訳

938 したかみ村の牧師さん ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

933 シドニーの選択 マイケル・ド・ガズマン∥著//来住　道子∥訳//ささめや　ゆき∥画
913 シについての冒険 北村　想∥著
943 ジム・ボタンと１３人の海賊 ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子∥訳
943 ジム・ボタンと１３人の海賊 ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子∥訳
943 ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子∥訳
943 ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子∥訳
913 シムソンズ 森谷　雄∥著
933 シャーロック・ホウムズまだらのひも　新版 コナン・ドイル∥著//林　克己∥訳
933 シャーロック・ホームズ　　新装版１～１５ コナン・ドイル∥著//内田　庶∥訳//岡本　正樹∥画
933 シャーロック・ホームズ全集　１～１４ コナン・ドイル∥著//各務　三郎∥訳

933 シャーロットのおくりもの
Ｅ．Ｂ．ホワイト∥著//ガース・ウイリアムズ∥画//さくま　ゆみこ∥
訳

933 シャーロットのおくりもの
Ｅ．Ｂ．ホワイト∥著//ガース・ウイリアムズ∥画//さくま　ゆみこ∥
訳

953 ジャック・デロシュの日記 ジャン・モラ∥著//横川　晶子∥訳
933/ま/ ジャッコ・グリーンの伝説 ジェラルディン・マコーリアン【著】,金原　瑞人【訳】
933 ジャッコ・グリーンの伝説 ジェラルディン・マコーリアン∥著//金原　瑞人∥訳
913 シャトルバスにのって 飯田　朋子∥著//菅野　由貴子∥画
913/は/ しゃばけ 畠中　恵【著】
909/よ/ ジャンル・テーマ別英米児童文学 吉田　新一【編著】
933 シュトルーデルを焼きながら ジョアン・ロックリン∥著//こだま　ともこ∥訳
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933 シュトルーデルを焼きながら ジョアン・ロックリン∥著//こだま　ともこ∥訳
933 シュトルーデルを焼きながら ジョアン・ロックリン∥著//こだま　ともこ∥訳
911 ジュニアのための万葉集　１～４ 根本　浩∥著
913 ショートショート・セレクション－猫の手 赤川　次郎∥著//赤木　かん子∥編
913/た/ ショートショート診療所 田丸　雅智【著】
933 ジョシュア・ファイル　２～６ マリア　Ｇ．ハリス∥著//石随　じゅん∥訳
913 ジョナさん 片川　優子∥著
913 ジョンのふしぎなたび 葉　祥明∥著
933 シルクの花 キャロリン・マースデン∥著//代田　亜香子∥訳

933 シルバー湖のほとりで
ローラ・インガルス・ワイルダー∥著//足沢　良子∥訳//むかい　な
がまさ∥画

913/さ/３ シロガラス 佐藤多佳子
913/も/ しろくまちゃんのほっとけーき わかやま　けん,森　比左志【著】,わだ　よしおみ【著】
913 シロとたけし 山本　典人∥著
913 しろばんば　上　下 井上　靖∥著
913/や/ しんせかい 山下　澄人【著】
953/ぺ/ シンデレラ ゾウイ・ルイス【著】,橘高　弓枝【訳】
913 シンドバッドの冒険 斉藤　洋∥著//一徳∥画
913/ほ/ シンメトリー 誉田　哲也【著】
913/え/ すいかの匂い 江国　香織【著】
949 すいがらとバラと ヴィヴェッカ・レルン∥著//菱木　晃子∥訳
913/や/ スイッチを押すとき 山田　悠介
933 スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー・ワーノック∥著//金原　瑞人∥訳
913/ア/ スウィートスウィートバスルーム 碧色　ボタン【著】
933/き/ スカーレット キャシー・キャシディー【著】,もりうち　すみこ【訳】,大高　郁子【画】
933 スカイ・メモリーズ パット・ブリッソン∥著//谷口　由美子∥訳
933 スカイブレイカー ケネス・オッペル∥著//原田　勝∥訳
933 スカイラー通り１９番地 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥著//金原　瑞人∥訳
911 すき 谷川　俊太郎∥著//和田　誠∥画
911 すき 谷川　俊太郎∥著//和田　誠∥画
933 スキ・キス・スキ！ アレックス・シアラー∥著//田中　亜希子∥訳
933 スキャット カール・ハイアセン∥著//千葉　茂樹∥訳
913/み/ スコーレＮｏ．４ 宮下　奈都【著】

933/う/ スター・ウォーズエピソード４／新たなる希望
ジョージ・ルーカス,ライダー・ウィンダム,ブライアン・ルード,駒田　文
子

913/き/ スタートライン 喜多川　泰
933 スチュアートの大ぼうけん Ｅ．Ｂ．ホワイト∥著//さくま　ゆみこ∥訳
913 ズッコケ恐怖体験 那須　正幹∥著
910 ズッコケ三人組の大研究　２ 石井　直人，宮川　健郎∥編
913 ズッコケ中年三人組ａｇｅ４２ 那須　正幹∥著
913 ズッコケ中年三人組ａｇｅ４５ 那須　正幹∥著
911 すてきな詩をどうぞ 川崎　洋∥著
913/み/ ステップファザー・ステップ 宮部　みゆき
933 ストーンハート チャーリー・フレッチャー∥著//大嶌　双恵∥訳
933 ストローガール ジャッキー・ケイ∥著//代田　亜香子∥訳
913 ストロベリーナイト 誉田　哲也∥著
913/お/ ストロベリーライフ 荻原　浩【著】
913 スナーク狩り 宮部　みゆき∥著
933 スパイガール　ｅｐｉｓｏｄｅ２ アリー・カーター∥著//橋本　恵∥訳

933 すばらしきかな、人生！
ジミー・ホーキンズ∥著//ダグラス　Ｂ．ジョーンズ∥画//片岡　しの
ぶ∥訳

938 すばらしき父さん狐 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

933 スピーク ローリー・ハルツ・アンダーソン∥著//金原　瑞人∥訳
933/ふ/ スピニー通りの秘密の絵 Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド【著】,千葉　茂樹【訳】
933 スピリットベアにふれた島 ベン・マイケルセン∥著//原田　勝∥訳
933 スピリット島の少女 ルイーズ・アードリック∥著//宮木　陽子∥訳
913/や/ スペース合宿へようこそ 山田　亜友美,末崎　茂樹
933 すべての小さきもののために ウォーカー・ハミルトン∥著//北代　美和子∥訳
989 ズラータの日記 ズラータ・フィリポヴィッチ∥著//相原　真理子∥訳
913/さ/ ズルいです、先輩。 榊　あおい
933 ずるいねこのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//まさき　るりこ∥訳
933 スローター Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ∥著//橋本　恵∥訳//田口　智子∥画
913 セーラー服と機関銃 赤川　次郎∥著//永田　智子∥画
913 セカンドウィンド　１ 川西　蘭∥著
913 セカンドウィンド　２ 川西　蘭∥著
931 セシリ・パセリのわらべうた　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//なかがわ　りえこ∥訳
933 セシルの魔法の友だち ポール・ギャリコ∥著//野の　水生∥訳//太田　大八∥画
913 ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 辻村　深月∥著
913 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治∥著
913/み/ セロ弾きのゴーシュ 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
913 セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治∥原著
913 ソウ２－ＳＡＷ２ 行川　渉∥著
913 ソウ－ＳＡＷ 行川　渉∥著
910/む/ そうだ、村上さんに聞いてみよう 村上　春樹【著】
953/ぶ/ ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
911 ぞうのミミカキ まど　みちお∥著
913 ぞうをください 鶴見　正夫∥著
933 ソーサレス：呪術師ペレネル マイケル・スコット∥著//橋本　恵∥訳
913/か/１ ソードアート・オンライン　１～１８ 川原　礫
913/か/１ ソードアート・オンラインプログレッシブ　１ 川原　礫
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933/せ/ ソードハンド マーカス・セジウィック【著】,西田　登【訳】
911 そこにいますか 穂村　弘∥編//西村　敏雄∥画
914/つ/ そこに僕はいた 辻　仁成【著】
911/た/ そして 谷川　俊太郎,下田　昌克
913 そして、だれも… 星　新一∥著//和田　誠∥画
913 そして、だれも… 星　新一∥著//和田　誠∥画
913/せ/ そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ【著】
933/く/ そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー【著】,青木　久惠【訳】
911 そのへんを まど　みちお∥著//みや　こうせい∥写真
933 その歌声は天にあふれる ジャミラ・ガヴィン∥著//野の　水生∥訳
913/や/ その時までサヨナラ 山田　悠介【著】
916 ソフィアの白いばら 八百板　洋子∥著
933/と/ ソフト ルパート・トムソン【著】,雨海　弘美【訳】
913 ソムリエ 田辺　満∥著
913/み/１ ソロモンの偽証　第１部～第３部 宮部　みゆき【著】
908 ソロモン王の洞窟 横田　順彌∥著//ヘンリー・ライダー・ハガード∥原著
933 ダ・ヴィンチ・コード　上下 ダン・ブラウン∥著//越前　敏弥∥訳

901
ダ・ヴィンチ渾身本気で小説を書きたい人のためのガイド
ブック

ダ・ヴィンチ編集部∥編

933 ダークホルムの闇の君　上　下 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//浅羽　莢子∥訳
913 ターゲット 高谷　信之∥著
933 ダーティ・ドラゴン キャロル・ヒューズ∥著//西本　かおる∥訳
933 ターニング・ポイント　１～２ デイヴィッド・クラス∥著//金原　瑞人，西田　登∥訳

938 ダールさんってどんな人？
クリス・ポーリング∥著//スティーヴン・ガルビス∥画//灰島　かり
∥訳

936 タイガーと呼ばれた子 トリイ・ヘイデン∥著//入江　真佐子∥訳
933 ダイドーと父ちゃん ジョーン・エイキン∥著//こだま　ともこ∥訳//パット・マリオット∥画
913 タイドプール 長江　優子∥著
913/や/ タイニーストーリーズ 山田　詠美【著】
929 タイの少女カティ ジェーン・ベヤジバ∥著//大谷　真弓∥訳//日置　由美子∥画
913 タイム★ダッシュ　１ 藤咲　あゆな∥著//天海　うさぎ∥画
913 タイム★ダッシュ　２ 藤咲　あゆな∥著//天海　うさぎ∥画
913 タイム★ダッシュ　３ 藤咲　あゆな∥著//天海　うさぎ∥画
913 タイムカプセル 折原　一∥著
933 タイムカメラの秘密 Ｔ．Ｈ．シャーレッド∥著//福島　正実∥訳
933 タイムマシン Ｈ．Ｇ．ウェルズ∥著//金原　瑞人∥訳
933 ダイヤモンド・ガールズ ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
933 ダイヤモンド・ガールズ ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳

913/だ/ だから見るなといったのに
恩田　陸【著】,芦沢　央【著】,海猫沢　めろん【著】,織守　きょうや
【著】,さやか【著】,小林　泰三【著】,沢村　伊智【著】,前川　知大【著】,
北村　薫【著】

918 たけしくん、ハイ！ ビートたけし∥著
913/く/ たそかれ 朽木　祥,山内　ふじ江【画】
913 ただいま、和菓子屋さん修業中！！ 加藤　純子∥著//あづま　笙子∥画
913 たたりじゃレストラン 松谷　みよ子∥編//かとう　くみこ∥画
913 タチコギ 三羽　省吾∥著

938 ダニーは世界チャンピオン ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

949/や/ たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン,山室　静【訳】
930/た/ たのしく読める英米青春小説 高田　賢一，中村　邦生【編著】,
991 たびびととクマ イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
913 ダブル・ファンタジー 村山　由佳∥著
913 ダヤンとタシルの王子 池田　あきこ∥著
913 ダヤンとわちふぃーるど物語　愛蔵版 池田　あきこ∥著
913 ダヤンと時の魔法 池田　あきこ∥著
913 ダヤンと風こぞう 池田　あきこ∥著
953 タラ・ダンカン　１～５　各上下 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン∥著//山本　知子∥訳
913/か/ だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子
913/か/ だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子
933 ダルメシアン ドディー・スミス∥著//熊谷　鉱司∥訳
933 だれも寝てはならぬ ガース・ニクス，他∥著//安次嶺　佳子，他∥訳
933 だれも欲しがらなかったテディベア アラン・アルバーグ∥著//井辻　朱美∥訳
933 ダレン・シャン１～７ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ∥著//橋本　恵∥訳
911/く/ タンジブル 鯨井　可菜子【著】
913/も/ たんじょうび　おめでとう わかやま　けん,森　比左志,わだ　よしおみ
933 ダンシング・ポリスマン Ｍ．Ｅ．ラブ∥著//西田　佳子∥訳//大滝　まみ∥画

933 ダンスのすきなジョセフィーヌ
ジャッキー・フレンチ∥著//ブルース・ホワットリー∥画//三原　泉∥
訳

933 たんぽぽのお酒 レイ・ブラッドベリ∥著//北山　克彦∥訳
913 タンポポ空地のツキノワ あさの　あつこ∥著//長谷川　知子∥画
913 タンポポ空地のツキノワ あさの　あつこ∥著//長谷川　知子∥画
949 だんまりレナーテと愛犬ルーファス リブ・フローデ∥著//木村　由利子∥訳
913/あ/ チア男子！！ 朝井　リョウ【著】
933/ば/ ちいさいおうち バージニア・リー・バートン【著】,石井　桃子【訳】
943 ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ∥著//那須田　淳，木本　栄∥訳
953 ちいさな曲芸師バーナビー バーバラ・クーニー∥著//末盛　千枝子∥訳
933 ちいさな天使とデンジャラス・パイ ジョーダン・ソーネンブリック∥著//池内　恵∥訳
913 チェスト！ 登坂　恵里香∥著
913 チエちゃんと私 よしもと　ばなな∥著
913 チェンジング 吉富　多美∥著
913 ちびっこカムのぼうけん 神沢　利子∥著



番号 作品名 著者名

９　文学

933/ぶ/ チビ虫マービンは天才画家！ エリース・ブローチ【著】,ケリー・マーフィー【画】,伊藤　菜摘子【訳】
935 チャーリーとの旅 ジョン・スタインベック∥著//竹内　真∥訳
933 チャーリーと真実のどくろ ブルース・コウヴィル∥著//金原　瑞人，大谷　真弓∥訳
933 チューリップ・タッチ アン・ファイン∥著//灰島　かり∥訳
933 チョコレート・アンダーグラウンド アレックス・シアラー∥著//金原　瑞人∥訳
913 チョコレートと青い空 堀米　薫∥著//小泉　るみ子∥画

933 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

913 ちょっとだけ弟だった幸太のこと 東　多江子∥著//宮尾　和孝∥画
913 チリとチリリ どい　かや∥著
913 チリとチリリうみのおはなし どい　かや∥著
913 チリとチリリはらっぱのおはなし どい　かや∥著
913 チリとチリリまちのおはなし どい　かや∥著
913 チリとチリリゆきのひのおはなし どい　かや∥著
913 チリとチリリゆきのひのおはなし どい　かや∥著
913 チルドレン 伊坂　幸太郎∥著
913 チロヌップのきつね たかはし　ひろゆき∥著
913 つうしんぼのない学校 おかもと　よしこ∥著
913 つきのふね 森　絵都∥著
913 つくもがみ貸します 畠中　恵∥著
913 つくも神 伊藤　遊∥著//岡本　順∥画
913/お/ ツバキ文具店 小川　糸【著】
911/ま/ つぶつぶうた まど　みちお【著】
913/み/ つぼみ 宮下　奈都【著】
913 つまさきだちの季節 折原　みと∥著
913 つみきのいえ 加藤　久仁生∥画//平田　研也∥著
913/え/ つめたいよるに 江国　香織【著】
933 つる エリナー・コア∥著//エド・ヤング∥画//こだま　ともこ∥訳
991 ツルのしかえし イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
933 ティーン・アイドル メグ・キャボット∥著//代田　亜香子∥訳
933 ティーン・パワーをよろしく　１～３ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
933 ティギーおばさんのおはなし　新装版 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913 ティッシュペーパー・ボーイ 有吉　玉青∥著
963 ティナの明日 アントニオ・マルティネス・メンチェン∥著//宇野　和美∥訳
943 ティモと沼の精 アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク∥著//飯吉　光夫∥訳
913/た/１１ デート・ア・ライブ１～１０ 橘　公司
913/た/１２ デート・ア・ライブ１２　五河ディザスター 橘　公司
933/ぶ/２ デセプション・ポイント　下 ダン・ブラウン【著】,越前　敏弥【訳】
933/ぶ/１ デセプション・ポイント　上 ダン・ブラウン【著】,越前　敏弥【訳】
933/ち/ てづくり魔女 ルース・チュウ【著】,日当　陽子【訳】,たんじ　あきこ【画】
913 てのひらの父 大沼　紀子∥著
913 てのひら怪談 加門　七海，他∥編//我妻　俊樹，他∥著
913 てのひら怪談　２ 加門　七海，他∥編//クジラマク，他∥著
913 てのりゾウのパズー 小泉　吉宏∥著
913 てのりゾウのパズーお手をしてごらんよ 小泉　吉宏∥著
913 てのりゾウのパズー走る走る走る 小泉　吉宏∥著
916 ではまた明日 西田　英史∥著
933/ろ/ でもすきだよ、おばあちゃん スー・ローソン【著】,キャロライン・マガール【画】,柳田　邦男【訳】
913/な/１ デュラララ！！１～１３ 成田良悟
913/な/ でりばりぃＡｇｅ 梨屋　アリエ【著】
933 デルトラ・クエスト　１～８ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
933 デルトラ・クエスト２　１ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
933 デルトラ・クエスト２　１ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
933 デルトラ・クエスト２　２ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
933 デルトラ・クエスト２　２ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
933 デルトラ・クエスト２　３ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
933 デルトラ・クエスト２　３ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
933 デルトラ・クエスト３　１ エミリー・ロッダ∥著//上原　梓∥訳
933 デルトラ・クエスト３　２ エミリー・ロッダ∥著//上原　梓∥訳
933 デルトラ・クエスト３　３ エミリー・ロッダ∥著//上原　梓∥訳
933 デルトラ・クエスト３　４ エミリー・ロッダ∥著//上原　梓∥訳
933 デルトラ・クエストオフィシャルガイドブック 石崎　洋司∥編著
933 デルトラの伝説 エミリー・ロッダ∥著//マーク・マクブライド∥画//神戸　万知∥訳
916 テレジンの小さな画家たち 野村　路子∥著
933 ドアーズ ジャネット・リー・ケアリー∥著//浅尾　敦則∥訳
913/か/１ とある魔術の禁書目録（インデックス）　１～２２ 鎌池　和馬
933/あ/ トイちゃんとミーミーとナーナー
933 どうぶつたち ジャスミン・ジョーンズ【著】,倉田　真木【訳】
933 トーマの心臓 どい　かや∥著//さかい　あいも∥画
933 とおもったら… まど　みちお∥著//美智子∥訳//安野　光雅∥画
913/き/ ドーン 森　博嗣∥著//萩尾　望都∥原著
913 どくとるマンボウ昆虫記 イエラ・マリ∥著//栗栖　カイ∥訳
913/ま/ どこかいいところ 平野　啓一郎∥著
938 どこからも彼方にある国 北　杜夫∥著
953 どこへいったの、お月さま 高木　あきこ∥著//渡辺　洋二∥画
933 とざされた時間のかなた アーシュラ　Ｋ．ル・グィン∥著//中村　浩美∥訳
933 としょかんライオン フランク・アッシュ【著】,山口　文生【訳】
933 としょかんライオン ロイス・ダンカン∥著//佐藤　見果夢∥訳

933 どすこい（仮）
ミシェル・ヌードセン∥著//ケビン・ホークス∥画//福本　友美子∥
訳



番号 作品名 著者名
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913 とっておきの笑いあります！
ミシェル・ヌードセン∥著//ケビン・ホークス∥画//福本　友美子∥
訳

913 とっぴんぱらりの風太郎 京極　夏彦【著】
913 どでかいワニの話 芥川　龍之介，他∥著
913 トトの勇気 万城目　学【著】

913/い/ とどろく雷よ、私の叫びをきけ ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

913 とどろく雷よ、私の叫びをきけ アンナ・ガヴァルダ∥著//藤本　泉∥訳
913/す/１ となりにいるのは、だれ？ ミルドレッド　Ｄ．テーラー∥著//小野　和子∥訳
913/す/２ となりにいるのは、だれ？ ミルドレッド　Ｄ．テーラー∥著//小野　和子∥訳
913/す/３ となりのウチナーンチュ Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
933 となりのこども Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
953 となりのせきのますだくん 早見　裕司∥著
953 となりのトトロ 岩瀬　成子∥著
913/こ/ トビウオのぼうやはびょうきです 武田　美穂∥著
913 とべ！ひこうきかぜにのって 宮崎　駿∥原著
911 どまんなか　１ いぬい　とみこ,津田　櫓冬
913 どまんなか　２ 北沢　優子∥著
933 どまんなか　３ 須藤　靖貴【著】
933 トム・ソーヤーの冒険 須藤　靖貴【著】
933 トメック 須藤　靖貴【著】
933 トメック マ－ク・トウェン∥著//岡上　鈴江∥訳

913 トモ、ぼくは元気です
ジャン・クロード・ムルルヴァ∥著//堀内　紅子∥訳//平澤　朋子∥
画

911/ど/ ともしびマーケット
ジャン・クロード・ムルルヴァ∥著//堀内　紅子∥訳//平澤　朋子∥
画

929 ともだち 香坂　直【著】
929 ともだちは緑のにおい 朝倉　かすみ∥著
929 トラーのあさごはん 武鹿　悦子∥著//いだ　ゆみ∥画
929 トラーのあさごはん 工藤　直子∥著//長　新太∥画
929 トラー木にのぼる Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
929 トラー木にのぼる Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
929 トライフル・トライアングル Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
929 ドラえもん短歌 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
929 ドラゴンラージャ　１ 岡田　依世子∥著//うめだ　ゆみ∥画
929 ドラゴンラージャ　１０ 枡野　浩一【撰】
929 ドラゴンラージャ　１１ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
929 ドラゴンラージャ　１２ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
933/わ/１ ドラゴンラージャ　２ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
913/し/ ドラゴンラージャ　３ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
933 ドラゴンラージャ　４ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
933 ドラゴンラージャ　５ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
933 ドラゴンラージャ　６ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
933 ドラゴンラージャ　７ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
913 ドラゴンラージャ　８ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
914/ご/ ドラゴンラージャ　９ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
933 ドラゴンランス　１ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
913 ドラゴン株式会社 イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
913 トラベリング・パンツ マーガレット・ワイス，トレイシー・ヒックマン【著】,安田　均【訳】,
913 トラベリング・パンツ 新城　カズマ【著】,アントンシク【画】
913 トラベリング・パンツジーンズ・フォーエバー アン・ブラッシェアーズ∥著//大嶌　双恵∥訳
913/と/ トラベリング・パンツラストサマー アン・ブラッシェアーズ∥著//大嶌　双恵∥訳
913/か/ トラム、光をまき散らしながら アン・ブラッシェアーズ∥著//大嶌　双恵∥訳
933/ろ/ とりあえず、絵本について アン・ブラッシェアーズ∥著//大嶌　双恵∥訳
933 ドリーム・ギバー 名木田　恵子∥著
933 ドリームバスター 五味　太郎【著】
933 ドリームバスター　２ ロイス・ローリー∥著//西川　美樹∥訳
933 ドリームバスター　３ 宮部　みゆき∥著
933 ドリームバスター　４ 宮部　みゆき∥著
933 とりかへばや物語 宮部　みゆき∥著
933 トリップ 宮部　みゆき∥著
933 ドリトル先生アフリカゆき 鈴木　裕子【編】
933 ドリトル先生アフリカゆき 角田　光代【著】
933 ドリトル先生と月からの使い ヒュー・ロフティング,井伏　鱒二【訳】
933 ドリトル先生と秘密の湖 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
933 ドリトル先生と緑のカナリア ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
991 ドリトル先生のキャラバン ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
913 ドリトル先生のサーカス ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
933 ドリトル先生の楽しい家 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
933 ドリトル先生の動物園 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
933 ドリトル先生の郵便局 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
933 ドリトル先生月から帰る ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
913 ドリトル先生月へゆく ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
943 ドリトル先生航海記 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
933/め/１－２とりの王さまえらび ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
933/め/１－１とり残されて ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
933/め/２－２ドルイドの歌 イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
933/め/２－１トレマリスの歌術師　１ 宮部　みゆき∥著
933/め/３－２トレマリスの歌術師　２ Ｏ．Ｒ．メリング∥著//井辻　朱美∥訳
933/め/３ー１トレマリスの歌術師　３ ケイト・コンスタブル∥著//浅羽　莢子，小竹　由加里∥訳
933/め/４ー２ドローセルマイアーの人形劇場 ケイト・コンスタブル∥著//小竹　由加里∥訳
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933/め/４－１どろぼうの神さま ケイト・コンスタブル∥著//小竹　由加里∥訳
963 トワイライト　１下 斉藤　洋∥著
913/み/ トワイライト　１上 コルネーリア・フンケ∥著//細井　直子∥訳
913 トワイライト　２下 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
913 トワイライト　２上 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
913/な/ トワイライト　３下 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
933 トワイライト　３上 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
933 トワイライト　４下 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
933 トワイライト　４上 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
933 ドン・キホーテ　新版 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
913/か/ どんぐりと山猫 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
913/よ/ とんとん拍子 セルバンテス∥著//牛島　信明∥編訳
913 とんとん拍子 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
913/か/１ どんなかんじかなあ 星　新一∥著//和田　誠∥画
913/い/ トンネル　下 星　新一∥著//和田　誠∥画
933/さ/ トンネル　上 中山　千夏,和田　誠

916 トンネルに消えた女の怖い話
ロデリック・ゴードン，ブライアン・ウィリアムズ∥著//堀江　里美∥
訳

933 トンネルに消えた女の怖い話
ロデリック・ゴードン，ブライアン・ウィリアムズ∥著//堀江　里美∥
訳

913/ひ/ トンネルの森１９４５
クリス・プリーストリー∥著//三辺　律子∥訳//デイヴィッド・ロバー
ツ∥画

913 どんまい！卓球部
クリス・プリーストリー∥著//三辺　律子∥訳//デイヴィッド・ロバー
ツ∥画

913/ま/ ナイチンゲールの沈黙 角野栄子
913/ひ/ ナイチンゲールの沈黙　上 横沢　彰【著】,小松　良佳【画】
913/ひ/ ナイン 海堂　尊∥著
913/ひ/ ナイン・ストーリーズ 海堂　尊【著】
913/ひ/ ナガサキに翔ぶ 井上　ひさし
933/あ/ ナゲキバト　新装改訂版 サリンジャー,野崎　孝【訳】
913/い/ ナゾカケ 山脇　あさ子∥著
913 ナニワのＭＡＮＺＡＩプリンセス ラリー・バークダル∥著//片岡　しのぶ∥訳
991 なみだの穴 ひなた　春花
911/ま/ ナミヤ雑貨店の奇跡(中国語） 荒井　寛子∥著//中島　みなみ∥画
911 ナミヤ雑貨店の奇蹟 まはら　三桃
933/ろ/ なりたて中学生　初級編 東野圭吾
949 なりたて中学生　中級編 東野　圭吾
949 なんでもパパといっしょだよ ひこ・田中【著】
949 においのカゴ ひこ・田中【著】
949 にくまんどっち？ フランク・アッシュ【著】,山口　文生【訳】
949 にくをおとしたイヌ 石井　桃子
949 にほんごにこにこ 苅田　澄子∥著//大庭　明子∥画
949 にほんごにこにこ イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
949 ニミッツ・クラス まど　みちお【著】
949 ニルスのふしぎな旅　１ まど　みちお∥著
933 ニルスのふしぎな旅　１ パトリック・ロビンソン【著】,伏見　威蕃【訳】
913/は/ ニルスのふしぎな旅　２ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳
916/あ/ ニルスのふしぎな旅　２ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳
913 ニルスのふしぎな旅　３ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳
933 ニルスのふしぎな旅　３ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳
943 ニルスのふしぎな旅　４ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳
943 ニルスのふしぎな旅　４ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳
943 ニルスのふしぎな旅　４ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳
913 ニンジャ×ピラニア×ガリレオ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳
933/す/ ぬしさまへ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳

933 ヌチドタカラ
グレッグ・ライティック・スミス∥著//小田島　則子，小田島　恒志∥
訳

913 ネイルはおまかせ！ 畠中　恵【著】
913 ネクロマンサー：死霊術師ジョン・ディー 新垣　秀雄【著】
911/ね/１ ネシャン・サーガ　１ 加藤　純子∥著//一ノ　千陽∥画
911/ね/２ ネシャン・サーガ　２ マイケル・スコット∥著//橋本　恵∥訳
911/ね/３ ネシャン・サーガ　３ ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳
933/す/ ねずみくんのチョッキ　英語版 ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳
913/す/ ねずみとくじら ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳
933 ねずみの騎士デスペローの物語 なかえ　よしを∥著//上野　紀子∥画//ジョン・ムーア∥訳
911/く/１ ねずみ小僧六世 ウィリアム・スタイグ【著】,せた　ていじ【訳】

911/く/２ ねずみ小僧六世
ケイト・ディカミロ∥著//ティモシー・バジル・エリング∥画//子安
亜弥∥訳

911/く/３ ねんてん先生の俳句の学校　１ 星　新一∥著//和田　誠∥画
911/く/４ ねんてん先生の俳句の学校　２ 星　新一∥著//和田　誠∥画
911/く/５ ねんてん先生の俳句の学校　３
911 ノアのはこ船
913 のどかで懐かしい「少年倶楽部」の笑い話
949 のねずみチュウチュウおくさんのおはなし　新装版 ピーター・スピアー【画】,松川　真弓【訳】
933 のはらうた　１ 杉山　亮【撰】
933 のはらうた　２ ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
933 のはらうた　３ 工藤　直子【著】
933 のはらうた　４ 工藤　直子【著】
933 のはらうた　５ 工藤　直子【著】
933 のはらうたわっはっは 工藤　直子【著】
933/さ/ ノベライズおとうと 工藤　直子【著】
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933 ノルウェーの昔話 工藤　直子∥著
933/さ/ のろわれた山荘 山田　洋次，他∥著
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　２ アスビョルンセン，モー∥編//大塚　勇三∥訳
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　３ Ｐ．マガー∥著//福島　正実∥訳
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　４ リック・リオーダン∥著//金原　瑞人，小林　みき∥訳
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　５ リック・リオーダン∥著//金原　瑞人，小林　みき∥訳
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　外伝 リック・リオーダン∥著//金原　瑞人，小林　みき∥訳
933 バージャック リック・リオーダン∥著//金原　瑞人，小林　みき∥訳
913 バージャック リック・リオーダン∥著//金原　瑞人，小林　みき∥訳
913 バージャック－アウトローの掟 Ｓ．Ｆ．サイード【著】,金原　瑞人，相山　夏奏【訳】,
913 バーティミアス Ｓ．Ｆ．サイード∥著//金原　瑞人，相山　夏奏∥訳
933 バーティミアスゴーレムの眼 Ｓ．Ｆ．サイード【著】,金原　瑞人，相山　夏奏【訳】,
913 バーティミアスソロモンの指輪　１　フェニックス編 ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
913 バーティミアスソロモンの指輪　２　ヤモリ編 ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
943 バーティミアスソロモンの指輪　３　スナネコ編 ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
933 バーティミアスプトレマイオスの門 ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
913/い/ ハートボイス ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
943 ハードル ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
943 ハードル 青木　和雄∥著
933 ハートレスガール 青木　和雄∥著
913/ほ/１ ハーフ 青木　和雄∥著
913/ほ/２ パーフェクト・ブルー マーサ・ブルックス∥著//もりうち　すみこ∥訳
913/ほ/３ パーフェクトコピー 草野　たき∥著
913/ほ/４ ハーメルンの笛吹きを追え！ 宮部　みゆき∥著
913/ほ/５ ハーモニー アンドレアス・エシュバッハ∥著//山崎　恒裕∥訳
913/ほ/６ パーラ　下 ビル・リチャードソン∥著//代田　亜香子∥訳
913/ほ/７ パーラ　上 伊藤　計劃【著】
913/ほ/８ パイがふたつあったおはなし　新装版 ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳//佐竹　美保∥画
913/ほ/９ ハイキュー！！ショーセツバン！！　１ ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳//佐竹　美保∥画
933 ハイキュー！！ショーセツバン！！　２ ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
933 ハイキュー！！ショーセツバン！！　３ 古舘　春一,星　希代子
933/な/ ハイキュー！！ショーセツバン！！　４ 古舘　春一,星　希代子
913/い/１ ハイキュー！！ショーセツバン！！　５ 古舘　春一,星　希代子
913/い/１０ ハイキュー！！ショーセツバン！！　６ 古舘　春一,星　希代子
913/い/１０－２ハイキュー！！ショーセツバン！！　７ 古舘　春一,星　希代子
913/い/１１ ハイキュー！！ショーセツバン！！　８ 古舘　春一,星　希代子
913/イ/１２ ハイキュー！！ショーセツバン！！　９ 古舘　春一,星　希代子
913/い/１２－２パイレーツ・オブ・カリビアン－生命の泉 古舘　春一,星　希代子
913/い/２ ハウルの動く城 古舘　春一,星　希代子
913/い/３ バウンド ジェームズ・ポンティ∥著//橘高　弓枝∥訳
913/い/４ バカとテストと召喚獣　１ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥原著//宮崎　駿∥著
913/い/５ バカとテストと召喚獣　１０ ドナ・ジョー・ナポリ【著】,金原　瑞人，小林　みき【訳】,
913/い/６ バカとテストと召喚獣　１０．５ 井上　堅二
913/い/６－２バカとテストと召喚獣　１１ 井上　堅二【著】
913/い/７－２バカとテストと召喚獣　１２ 井上　堅二【著】
913/い/８ バカとテストと召喚獣　１２．５ 井上　堅二【著】
913/い/９ バカとテストと召喚獣　２ 井上　堅二【著】
913/い/９－２バカとテストと召喚獣　３ 井上　堅二
913/い/３－２バカとテストと召喚獣　４ 井上　堅二
902/お/ バカとテストと召喚獣　５ 井上　堅二
913/つ/ バカとテストと召喚獣　６ 井上　堅二
943 バカとテストと召喚獣　６．５ 井上　堅二
913/こ/ バカとテストと召喚獣　７．５ 井上　堅二
911 バカとテストと召喚獣　８ 井上　堅二
911 バカとテストと召喚獣　９ 井上　堅二【著】
911 バカとテストと召喚獣　９．５ 井上　堅二【著】
911 バカとテストと召喚獣３．５ 井上　堅二【著】
911 バカミスの世界 井上　堅二【著】
911 ハケンアニメ！ 井上　堅二
911 ハサウェイ・ジョウンズの恋 小山　正，バカミステリーズ【編】,
911 はじまりは花言葉 辻村深月
913/た/ はじめてであう短歌の本　夏と秋の歌 カティア・ベーレンス∥著//鈴木　仁子∥訳
913/こ/ はじめてであう短歌の本　心の歌　１ 小林　深雪,牧村　久実【画】
913 はじめてであう短歌の本　心の歌　２ 桜井　信夫∥編著
913 はじめてであう短歌の本　冬と春の歌 桜井　信夫∥編著
913 はじめてであう俳句の本　夏の句 桜井　信夫∥編著
933/す/ はじめてであう俳句の本　秋の句 桜井　信夫∥編著
908/つ/２４ はじめてであう俳句の本　春の句 桜井　信夫∥編著
913/く/１ はじめてであう俳句の本　冬の句 桜井　信夫∥編著
913/く/２ ハジメテノオト 桜井　信夫∥編著
913/く/３ はじめての日々 桜井　信夫∥編著
913/く/４ はじめての文学宮部みゆき 田部　智子
913/く/５ はじめての文学村上春樹 小林　深雪,牧村　久実【画】
913 はじめての文学村上龍 宮部　みゆき∥著
913 ばしゃでおつかいに 村上　春樹∥著
908 バスカビル家の犬 村上　龍∥著
913 パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ１ ウィリアム・スタイグ【著】,せた　ていじ【訳】
913 パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ２ 大沢　在昌【著】,アーサー・コナン・ドイル【原著】
913 パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ３ 倉橋　燿子,久織　ちまき
913 パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ４ 倉橋　燿子,久織　ちまき
913 パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ５ 倉橋　燿子,久織　ちまき
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913 バターサンドの夜 倉橋　燿子,久織　ちまき
913 バッカーノ！１７０５ 倉橋　燿子,久織　ちまき
913 ハックルベリィ・フィンの冒険 河合　二湖∥著
913 バッテリー 成田　良悟∥著
913 バッテリー 立松　和平∥著//マーク・トウェイン∥原著
913 バッテリー あさの　あつこ∥著
913 バッテリー　２ あさの　あつこ∥著
913 バッテリー　２ あさの　あつこ∥著
913 バッテリー　２ あさの　あつこ∥著
913 バッテリー　３ あさの　あつこ∥著
913 バッテリー　３ あさの　あつこ∥著
913 バッテリー　３ あさの　あつこ∥著
913 バッテリー　３ あさの　あつこ∥著
913 バッテリー　３ あさの　あつこ∥著
911/か/ バッテリー　４ あさの　あつこ∥著
933 バッテリー　４ あさの　あつこ∥著
933/ぼ/ バッテリー　４ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
943 バッテリー　５ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
943 バッテリー　５ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
943 バッテリー　５ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
911 バッテリー　６ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
911 バッテリー　６ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
913/う/ ハッピー☆アイスクリーム あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
913/う/ バディ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
913 パディントンの一周年記念 加藤　千恵【著】
953/ぶ/ はてしない物語 Ｖ．Ｍ．ジョーンズ∥著//田中　亜希子∥訳
953/ぶ/ はてしない物語 マイケル・ボンド【著】,松岡　享子【訳】
953/ぶ/ はてしない物語　下 ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子，佐藤　真利子∥訳
953/ぶ/ ハテルマシキナ ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子，佐藤　真利子∥訳
953/ぶ/ ハテルマシキナ ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子，佐藤　真理子∥訳
953/ぶ/ はなちゃんのみそ汁 桜井　信夫∥著
953/ぶ/ はなとゆめ 桜井　信夫∥著
953/ぶ/ ハナミズキ　ジュニア版 安武　信吾,安武　千恵,安武　はな,魚戸　おさむ
949 ババールといたずらアルチュール 冲方　丁【著】
913 ババールとグリファトンきょうじゅ 吉田　紀子∥著
913 ババールとサンタクロース ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
913 ババールとりのしまへ ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
913 ババールのこどもたち ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
913 ババールのしんこんりょこう ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
933 ババールのはくらんかい ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
933 ババールのひっこし ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
933/ろ/３ はばたけ！ザーラ ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
933/ろ/４ ハミダシ組！ ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
933 パラダイス・ロスト コリーネ・ナラニィ∥著//野坂　悦子∥訳
933 パラドックス１３ 横沢　彰∥著//長野　ともこ∥画
933 パラレルワールド 柳　広司∥著
933 ばら色タイムカプセル 東野　圭吾∥著
933 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 小森　香折∥著//森友　典子∥画
933 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 大沼　紀子∥著
933/ろ/１ ハリー・ポッターとアズカバンの囚人（中国語） Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933/ろ/２ ハリー・ポッターと炎のゴブレッド Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933/ろ/１ ハリー・ポッターと炎のゴブレット　下 Ｊ・Ｋ・ローリング
932/そ/ ハリー・ポッターと炎のゴブレット　下 Ｊ・ｋ・ローリング
933/ろ/２ ハリー・ポッターと炎のゴブレット　上 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933/ろ/１ ハリー・ポッターと炎のゴブレット　上 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933/ろ/２ ハリー・ポッターと賢者の石（中国語） Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933/ろ/２ ハリー・ポッターと死の秘宝　下 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933/ろ/１ ハリー・ポッターと死の秘宝　上 Ｊ・Ｋ・ローリング
933 ハリー・ポッターと呪いの子 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】
929 ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】

929 ハリー・ポッターと謎のプリンス　上
Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,ジョン・ティファニー【著】,ジャック・ソーン【著】,
ジャック・ソーン,松岡　佑子【訳】

913 ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】
933 ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】
933 ハリー・ポッターと秘密の部屋（中国語） Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
953 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　下 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933/ま/６ ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上 Ｊ・Ｋ・ローリング
913 ハリスおばさんニューヨークへ行く Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】
913 ハル Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】
913 ハル　２ ポール・ギャリコ∥著//亀山　龍樹∥訳
913 ハルモニの風 クォン　デウォン∥著//Ｂａｒｕｎｓｏｎ∥画//蓮池　薫∥訳
913 ハロウィーンがやってきた クォン　デウォン∥著//Ｂａｒｕｎｓｏｎ∥画//蓮池　薫∥訳
913 ハロウィーンの魔法 堀内　純子∥著
913 ハンナ レイ・ブラッドベリ∥著//伊藤　典夫∥訳
911 バンパイア・ガールズ　ｎｏ．６ ルーマ・ゴッデン∥著//渡辺　南都子∥訳

913/あ/ はんぴらり！　１
ジャン・クロード・ムルルヴァ∥著//堀内　紅子∥訳//平澤　朋子∥
画

913 はんぴらり！　２ シーナ・マーサー【著】,田中　亜希子【訳】
913/ど/ はんぴらり！　３ 廣嶋　玲子∥著//九猫　あざみ∥画
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913 はんぴらり！　４ 廣嶋　玲子∥著//九猫　あざみ∥画
913 はんぴらり！　５ 廣嶋　玲子∥著//九猫　あざみ∥画
933 はんぴらり！　６ 廣嶋　玲子∥著//九猫　あざみ∥画
933 はんぴらり！　７ 廣嶋　玲子∥著//九猫　あざみ∥画
913 パンプルムース！ 廣嶋　玲子∥著//九猫　あざみ∥画
911/こ/ ヒア・カムズ・ザ・サン 廣嶋　玲子∥著//九猫　あざみ∥画
913 ピアニシモ・ピアニシモ 江國　香織∥著//いわさき　ちひろ∥画
913 ヒート 有川　浩【著】
913 ビート・キッズ 辻　仁成∥著
913 ビート・キッズ　２ 堂場　瞬一【著】
913 ビーバー族のしるし 風野　潮∥著
913/り/１－２ビーバー族のしるし 風野　潮∥著
913/り/１－１ピエタ エリザベス・ジョージ・スピア∥著//こだま　ともこ∥訳
933 ぴかぴかコンパス エリザベス・ジョージ・スピア∥著//こだま　ともこ∥訳
933 ひかりのメリーゴーラウンド 大島　真寿美∥著
933/は/１ ひかりの季節に こやま　峰子【著】
933/は/２ ひかる！　１ 田口　ランディ∥著
933/は/３ ひかる！　２ 大谷　美和子∥著
933/は/４ ひかる！　３ 後藤　竜二∥著//スカイエマ∥画
933 ひぐらしのなく頃に　第１話〔下〕 後藤　竜二∥著//スカイエマ∥画
933 ひぐらしのなく頃に　第１話〔上〕 後藤　竜二∥著//スカイエマ∥画
933 ひげのサムエルのおはなし　新装版 竜騎士０７【著】
933 ビッグＴと呼んでくれ 竜騎士０７【著】
933 ヒックとドラゴン　１～８ ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
949 ヒックとドラゴン　２ Ｋ．Ｌ．ゴーイング∥著//浅尾　敦則∥訳
949 ヒックとドラゴン　３ クレシッダ・コーウェル【著】,相良　倫子，陶浪　亜希【訳】,
933/う/ ヒックとドラゴン　４ クレシッダ・コーウェル【著】,相良　倫子，陶浪　亜希【訳】,
911/ひ/ ヒックとドラゴン　５ クレシッダ・コーウェル【著】,相良　倫子，陶浪　亜希【訳】,
973 ヒックとドラゴン　６ クレシッダ・コーウェル【著】,相良　倫子，陶浪　亜希【訳】,
913/ひ/ ヒックとドラゴン　７ クレシッダ・コーウェル∥著//相良　倫子，陶浪　亜希∥訳
913 ヒックとドラゴン　８ クレシッダ・コーウェル∥著//相良　倫子，陶浪　亜希∥訳
933 ヒットラーのカナリヤ クレシッダ・コーウェル∥著//相良　倫子，陶浪　亜希∥訳
933 ピッピ船にのる クレシッダ・コーウェル∥著//相良　倫子，陶浪　亜希∥訳
933 ピッピ南の島へ サンディー・トクスヴィグ∥著//小野原　千鶴∥訳
913 ヒトラーのはじめたゲーム リンドグレーン∥著//大塚　勇三∥訳
913 ひとりの夜を短歌とあそぼう リンドグレーン∥著//大塚　勇三∥訳
913/み/１ ひとりぼっちのエルフ アンドレア・ウォーレン【著】,林田　康一【訳】
913/み/２ ひとりぼっちの教室 穂村　弘，他【著】,
913/み/３ ひとり日和 シルヴァーナ・デ・マーリ∥著//荒瀬　ゆみこ∥訳
913/み/４ ビバリーヒルズ高校白書 小林　深雪,戸森　しるこ,吉田　桃子,栗沢　まり
913/み/５ ビバリーヒルズ高校白書　３ 青山　七恵∥著
913/み/６ ビバリーヒルズ高校白書ＮＯ　ＳＥＣＲＥＴＳ ダレン・スター∥原著//原　真実，ＳＴＲＩＰＥ∥訳
913/み/７ ひばりのいた町 ダレン・スター∥原著//原　真実∥訳
915/さ/ ひばりのいた町 ダレン・スター∥原著//原　真実∥訳
913 ビブリア古書堂の事件手帖　１～７ 長崎　源之助∥著
933 ヒマラヤに呼ばれて 三上　延
913 ひみつのカレーライス 三上　延
933 ヒミツのケータイデビュー さとう　まきこ【著】
916 ヒミツの子ねこ 井上　荒野∥著//田中　清代∥画
916 ヒミツの子ねこ 河俣　規世佳∥著//サクマ　メイ∥画
913/か/ ヒミツの子ねこ スー・ベントレー
913 ヒミツの子ねこ スー・ベントレー
913 ヒミツの子ねこ スー・ベントレー
913 ビリー・ジョーの大地 スー・ベントレー
913 ビルマの竪琴 スー・ベントレー
913 ビロードのうさぎ カレン・ヘス∥著//伊藤　比呂美∥訳
913 ヒロシマ心の旅路 竹山　道雄∥著
933 ヒロシマ心の旅路 マージェリィ　Ｗ．ビアンコ∥原著//酒井　駒子∥画
933 ピンクとグレー 児玉　辰春∥著
933/す/ ピンポンはねる 児玉　辰春∥著
933 ピンポンはねる 加藤　シゲアキ【著】
913/よ/ ピンポンひかる 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
913/ほ/ ピンポンひかる 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
933/ら/１ ピンポン空へ 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
913 ピンポン空へ 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
913 ひん死の探偵 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
943 ファーガス・クレインと空飛ぶ鉄の馬 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
943 ファイアー・クロニクル ドイル∥著//亀山　龍樹∥訳
943 ファイアベリー ポール・スチュワート∥著//クリス・リデル∥画//唐沢　則幸∥訳
943 ふぁいと！卓球部 ジョン・スティーブンス【著】,こだま　ともこ【訳】
943 ファイト！木津西高校 Ｊ．Ｃ．マイケルズ∥著//小田島　則子，小田島　恒志∥訳
943 ファオランの冒険　１ 横沢　彰,小松　良佳
943 ファミリーツリー 本田　有明
943 ファミリーポートレイト キャスリン・ラスキー【著】,中村　佐千江【訳】
932/ろ/ ファンタージエン愚者の王 小川　糸∥著
932/ろ/ ファンタージエン愚者の王 桜庭　一樹∥著
932/ろ/ ファンタージエン言の葉の君 ターニャ・キンケル∥著//遠山　明子∥訳
933 ファンタージエン反逆の天使 ターニャ・キンケル∥著//遠山　明子∥訳
933 ファンタージエン秘密の図書館 ペーター・デンプフ∥著//遠山　明子∥訳
933 ファンタージエン忘れられた夢の都 ヴォルフラム・フライシュハウアー∥著//遠山　明子∥訳
933 ファンタージエン忘れられた夢の都 ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳
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933 ファンタージエン夜の魂 ペーター・フロイント∥著//酒寄　進一∥訳
913/い/ ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 ペーター・フロイント∥著//酒寄　進一∥訳
993 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 ウルリケ・シュヴァイケルト∥著//酒寄　進一∥訳
916/こ/ ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子
916 フィッシュ Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子
933 プーあそびをはつめいする Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子
933 プーあそびをはつめいする Ｌ．Ｓ．マシューズ∥著//三辺　律子∥訳
933 プーあなにつまる，ふしぎなあしあと Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
933 プーあなにつまる，ふしぎなあしあと Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
933 フーガはユーガ Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
933 フーさん引っ越しをする Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
933 ブータンの朝日に夢をのせて 伊坂　幸太郎【著】
913 ブータンの朝日に夢をのせて ハンヌ・マケラ∥著//上山　美保子∥訳
933 プーのゾゾがり 木暮　正夫【著】
943 プーのゾゾがり 木暮　正夫∥著
933 プーのたのしいパーティー Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
933 プーのはちみつとり Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
913 プーのほっきょくたんけん Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
913 プールの底から魔女がよぶ Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
913 フェイス Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳

913 フェリックスとお金の秘密
怪談図書館編集委員会∥編//本橋　靖昭∥画//秋津　ミコ，他∥
著

913 フェリックスと異界の伝説　１～３ ベンジャミン・ゼファニア∥著//金原　瑞人∥訳
913 フォーチュン・クエスト　１～８ エリザベス・ケイ∥著//片岡　しのぶ∥訳//佐竹　美保∥画
933 ブギーポップは笑わない 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
933 フグは海に住む 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913/ひ/２ フクロのひっこし ジーン・クレイグヘッド・ジョージ∥著//千葉　茂樹∥訳
913/ひ/４ ふしぎな笛ふき猫 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
913/ひ/５ ふしぎの海のナディア　下 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
913/ひ/６ ふしぎの海のナディア　上 北村　薫∥著//山口　マオ∥画
913/ひ/７ フシギ症候群
913/ひ/８ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１～１０
913/よ/ フシギ伝染 広嶋　玲子,ｊｙａｊｙａ
933 ふたつの家のちえ子 広嶋　玲子,ｊｙａｊｙａ
933 ぶたのめいかしゅローランド 今村　葦子∥著
933 ふたり 今村　葦子∥著
913 ふたり　下 ウィリアム・スタイグ【著】,瀬田　貞二【訳】
913 ふたり　上 赤川　次郎∥著
933 ふたりのイーダ　新装版 赤川　次郎∥著//赤木　かん子∥編
913/ふ/ ふたりの距離の概算 赤川　次郎∥著//赤木　かん子∥編
913/ひ/ ふたりの星 松谷　みよ子∥著//司　修∥画
933 ふたりはいい勝負 米沢　穂信
913 ぶな屋敷のなぞ ロイス・ローリー∥著//掛川　恭子，卜部　千恵子∥訳
913/か/ ぶな屋敷のなぞ レオポルド・ショヴォー∥著//出口　裕弘∥訳
933/は/２ ふみ子の海 ドイル∥著//亀山　龍樹∥訳
933/は/１ フュージョン ドイル∥著//亀山　龍樹∥訳
934 フライ・ハイ 市川　信夫∥著
934 フラダン 濱野　京子∥著
913 プラチナデータ ポーリン・フィスク∥著//代田　亜香子∥訳

913
ブラッカムの爆撃機，チャス・マッギルの幽霊，ぼくを作っ
たもの

古内　一絵

933 ブラック・ジャックオペの順番　アニメ版 東野　圭吾【著】
933 ブラックペアン１９８８ ロバート・ウェストール∥著//宮崎　駿∥編//金原　瑞人∥訳
913 ブラックライト　下 手塚　治虫∥原著
933/し/ ブラックライト　上 海堂　尊【著】
908 ブラッドベリがやってくる スティーヴン・ハンター【著】,公手　成幸【訳】
908 ブラッドベリはどこへゆく スティーヴン・ハンター【著】,公手　成幸【訳】
913/ひ/ プラネタリウム レイ・ブラッドベリ∥著//小川　高義∥訳
913 プラネタリウムのあとで レイ・ブラッドベリ∥著//小川　高義∥訳
913 プラネット・キッドで待ってて 梨屋　アリエ∥著
913 プラムクリークの川辺で 梨屋　アリエ∥著

933 ブランケット・キャッツ
ジェイン・レズリー・コンリー∥著//尾崎　愛子∥訳//おおの　麻里
∥画

933/ぷ/ フランケンシュタイン
ローラ・インガルス・ワイルダー∥著//足沢　良子∥訳//むかい　な
がまさ∥画

943 フランダースの犬 重松　清∥著
913 ブリキの太鼓 メアリー・シェリー,田内　志文【訳】
913/み/３ プリズム ウィーダ∥著//榊原　晃三∥訳
913/み/１ プリズン・トリック ギュンター・グラス∥著//池内　紀∥訳//池澤　夏樹∥編
913/み/２ フリッツと満月の夜 百田　尚樹【著】
933/ぷ/ フリッツと満月の夜 遠藤　武文∥著
913/み/ プリンセス・プロジェクト 松尾　由美∥著
933/ほ/ プリンセスと魔法のキス 松尾　由美∥著
933 ブループリント ケイト・ブライアン∥著//露久保　由美子∥訳
914 ふれあいを求めて アイリーン・トリンブル【著】,倉田　真木【訳】
913 ブレイブ・ストーリー　下 シャルロッテ・ケルナー∥著//鈴木　仁子∥訳
913 ブレイブ・ストーリー　上 山田　正弘∥著
933/べ/ ブレイブ・ストーリー　中 宮部　みゆき
911/あ/ プレーンズ２ 宮部　みゆき
913 ブロードキャスト 宮部　みゆき
913 ブロード街の１２日間 スーザン・フランシス【著】,倉田　真木【訳】



番号 作品名 著者名

９　文学

933 フロプシーのこどもたち　新装版 湊　かなえ【著】
938 プロムナード デボラ・ホプキンソン
933 ぶんかいきょうだい ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
911 ぷんとくちゃんのぼうし 道尾　秀介∥著
933/ま/ ベイマックス 西平　あかね∥著
913/み/ へいわってすてきだね たしろ　ちさと∥著
933 ヘヴンリープレイス アイリーン・トリンプル
943 ペーターという名のオオカミ 安里　有生【著】,長谷川　義史【画】
943 ベストフレンズいつまでも！ 濱野　京子∥著//猫野　ぺすか∥画
963 へそまがり昔ばなし 那須田　淳∥著

933 ベック
ジャクリーン・ウィルソン∥著//ニック・シャラット∥画//尾高　薫∥
訳

933 ぺったんぺったん白鳥がくる ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//灰島　かり∥訳
933 ペッパー・ルーと死の天使 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ∥著//橋本　恵∥訳//田口　智子∥画
943 ペテロの葬列 穂村　弘∥編//青山　明弘∥画
913/ふ/ ペニー・フロム・ヘブン ジェラルディン・マコックラン【著】,金原　瑞人【訳】,佐竹　美保【画】
913/も/ ヘラジカがふってきた！ 宮部　みゆき【著】

933
ヘラジカのオーラフが、サンタクロースと友だちになった
わけ

ジェニファー　Ｌ．ホルム∥著//もりうち　すみこ∥訳

943 ベラスケスの十字の謎
アンドレアス・シュタインヘーフェル∥著//鈴木　仁子∥訳//ケルス
ティン・マイヤー∥画

943 ペリー・Ｄの日記 フォルカー・クリーゲル∥著//三浦　美紀子∥訳
913 ベルおばさんが消えた朝 エリアセル・カンシーノ∥著//宇野　和美∥訳
933 ペルシダ王国の恐怖 Ｌ．Ｊ．アドリントン∥著//菊池　由美∥訳
933/あ/ ベルリン１９１９ ルース・ホワイト∥著//光野　多恵子∥訳
913 ベルリンは晴れているか Ｅ．Ｒ．バローズ∥著//福島　正実∥訳
933 ペンギン・ハイウェイ クラウス・コルドン∥著//酒寄　進一∥訳
933 ベンジャミンバニーのおはなし　新装版 深緑　野分【著】
913 ヘンゼルとグレーテル 森見　登美彦
913 ヘンゼルとグレーテル ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳

933 ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記
ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥原著
//小澤昔ばなし研究所∥著

913/し/ ヘンリー・ブラウンの誕生日
ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥原著
//小澤昔ばなし研究所∥著

936 ホイッパーウィル川の伝説 宮沢　賢治∥著

933 ほうかご探偵隊
エレン・レヴァイン∥著//カディール・ネルソン∥画//千葉　茂樹∥
訳

916/お/ ボーイ・キルズ・マン キャシー・アッペルト【著】,アリスン・マギー【著】,吉井　知代子【訳】
913 ボーイ・キルズ・マン 倉知　淳∥著
913 ボーダー＆レス マット・ワイマン∥著//長友　恵子∥訳
913/は/ ホーホケキョとなりの山田くん マット・ワイマン∥著//長友　恵子∥訳
916/そ/ ホーミニ・リッジ学校の奇跡！ 藤代　泉∥著
913 ホームタウン いしい　ひさいち∥原著//高畑　勲∥著
933/じ/ ポーラー リチャード・ペック∥著//斎藤　倫子∥訳
913/ま/１ ポカホンタス 小路　幸也【著】
913/ま/１０ ぼく、このままでいい デイジー　Ｃ．Ｓ．スペドゥン∥著//河津　千代∥訳
913/ま/１１ ぼく、半分日本人 ジーナ・インゴリア∥著//橘高　弓枝∥訳
913/ま/１２ ぼくがバイオリンを弾く理由 小原　瑞穂【著】,ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ【画】
913/ま/１３ ぼくがラーメンたべてるとき 中　繁彦∥著
913/ま/２ ぼくが見た太平洋戦争 西村　すぐり∥著//スカイエマ∥画
913/ま/３ ボクシング・デイ 長谷川　義史【著】
913/ま/４ ぼくだけの山の家 宗田　理
913/ま/５ ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１～１３ 樫崎　茜∥著
933 ぼくとリンダと庭の船 ママチャリ【著】
913/よ/ ぼくとルークの一週間と一日 ママチャリ【著】
913 ぼくと未来屋の夏 ユルゲン・バンシェルス【著】,若松　宣子【訳】
943 ぼくの・稲荷山戦記 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//大友　香奈子∥訳
933 ぼくの・稲荷山戦記 はやみね　かおる∥著
933 ぼくのお姉さん たつみや　章∥著
933 ぼくのつくった魔法のくすり 丘　修三∥著

933 ぼくのニセモノをつくるには ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//宮下　嶺夫∥訳

933 ぼくの手はきみのために ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//宮下　嶺夫∥訳

911 ぼくの冬の旅 ヨシタケ　シンスケ
913/な/ ぼくの頭はどこだ 市川　拓司∥著
913 ぼくの頭はどこだ ヴォルフ・シュピルナー∥著//津川　園子∥訳
913 ぼくの羊をさがして Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
913 ぼくはお城の王様だ Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
913/そ/ ぼくはジョシュア ヴァレリー・ハブズ∥著//片岡　しのぶ∥訳
913 ぼくは地球の船長だ スーザン・ヒル∥著//幸田　敦子∥訳
913 ぼくは明日、昨日のきみとデートする ジャン・マイケル∥著//代田　亜香子∥訳
913 ぼくらが大人になる日まで 水上　不二∥著//水内　喜久雄∥編//村越　昭彦∥画
913/そ/ ぼくらのＣ計画 七月　隆文【著】
913 ぼくらのＣ計画 岡田　依世子∥著
913 ぼくらのコブラ記念日 宗田　理∥著
913 ぼくらのデスマッチ 宗田　理∥著
913 ぼくらのマル秘学園祭 宗田　理
913 ぼくらのマル秘学園祭 宗田　理∥著
913 ぼくらのロストワールド 宗田　理∥著
913 ぼくらの危バイト作戦 宗田　理∥著
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913 ぼくらの奇跡の七日間 宗田　理∥著
913 ぼくらの最終戦争 宗田　理∥著
913 ぼくらの七日間戦争 宗田　理∥著
913/そ/１ ぼくらの修学旅行 宗田　理∥著
933 ぼくらの天使ゲーム 宗田　理∥著
911 ぼくらの秘島探険隊 宗田　理∥著
911/ぽ/ ぼくらの魔女戦記　１ 宗田　理∥著
911/ぽ/ ぼくらは小さな逃亡者 宗田　理∥著
911/ぽ/ ポケットに名言を 宗田　理
911/ぽ/ ポケットの中の絆創膏 アレックス・シアラー∥著//奥野　節子，佐々木　ひとみ∥訳
911/ぽ/ ポケット詩集 寺山　修司
911/ぽ/ ポケット俳句歳時記 藤咲　あゆな
916 ポケット俳句歳時記 田中　和雄∥編
913 ホスピタルクラウン
913 ほたる館物語　１
913 ほたる館物語　２ 大棟　耕介∥著
913/み/ ほたる館物語　３ あさの　あつこ∥著//樹野　こずえ∥画
933 ボッコちゃん あさの　あつこ∥著//樹野　こずえ∥画
913 ポティラ あさの　あつこ∥著//樹野　こずえ∥画
913 ポテト・スープが大好きな猫 星　新一【著】
913 ホテル・コンシェルジュ コルネーリア・フンケ∥著//浅見　昇吾∥訳
913 ポトスライムの舟 テリー・ファリッシュ∥著//バリー・ルート∥画//村上　春樹∥訳
913 ポニーテールでいこう！ 門井　慶喜【著】
913 ホビットの冒険　オリジナル版 津村　記久子∥著
913 ポピュラー時代小説集　１　五味康祐集 宮下　恵茉,カタノ　トモコ
913 ポピュラー時代小説集　１０　田岡典夫集 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン∥著//瀬田　貞二∥訳
913 ポピュラー時代小説集　１２　井上靖集 五味　康祐∥著
913 ポピュラー時代小説集　１３　久生十蘭集 田岡　典夫∥著
913 ポピュラー時代小説集　１４　富田常雄集 井上　靖∥著
913 ポピュラー時代小説集　１５　司馬遼太郎集 久生　十蘭∥著
913 ポピュラー時代小説集　２　海音寺潮五郎集 富田　常雄∥著
913 ポピュラー時代小説集　３　柴田錬三郎集 司馬　遼太郎∥著
949/る/2-3 ポピュラー時代小説集　４　山手樹一郎集 海音寺　潮五郎∥著
949 ポピュラー時代小説集　５　村上元三集 柴田　錬三郎∥著
949 ポピュラー時代小説集　６　南條範夫集 山手　樹一郎∥著
949 ポピュラー時代小説集　７　中山義秀集 村上　元三∥著
949 ポピュラー時代小説集　８　今東光集 南條　範夫∥著
949 ポプラの秋 中山　義秀∥著
973 ホラーバス　恐怖のウィルス　１（2期３） 今　東光∥著
933 ホラーバス暗黒の世界　１（２期５） 湯本　香樹実∥著
933 ホラーバス暗黒の世界　２（２期６） パウル・ヴァン・ローン
933 ホラーバス恐怖のウイルス　２（２期４） パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画
933 ホラーバス呪いのバス旅行　１（２期１） パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画
933/ま/２ ホラーバス呪いのバス旅行　２（２期２） パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画
933/ま/１ ポリッセーナの冒険 パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画
913 ホレイショー パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画

914/き/ ホワイト・ピーク・ファーム
ビアンカ・ピッツォルノ∥著//クェンティン・ブレイク∥画//長野　徹
∥訳

913 ホワイト・ピーク・ファーム Ｂ．Ｇ．ポリコフ∥著//岡本　浜江∥訳
949 ホワイト・ピーク・ファーム バーリー・ドハーティ∥著//斎藤　倫子∥訳
929 ホワイトダークネス　下 バーリー・ドハーティ∥著//斎藤　倫子∥訳
913 ホワイトダークネス　上 バーリー・ドハーティ∥著//斎藤　倫子∥訳
913 ほんものの友情、現在進行中！ ジェラルディン・マコックラン【著】,木村　由利子【訳】
913 ぼんやり生きてはもったいない ジェラルディン・マコックラン【著】,木村　由利子【訳】
913 マイ・ライフ・ウィズ・Ｔシャツ 菊池　寛，他∥著
913 マイがいた夏 岸本　葉子【著】
913 マイスウィートソウル 荒木　スミシ∥著
913 まいなす マッツ・ヴォール∥著//菱木　晃子∥訳
933 マイマイ新子 チョン　イヒョン∥著//清水　由希子∥訳
913 マウス 太田　忠司∥著
938 マエストロ！ＭＯＮＮＡ探偵事務所 高樹　のぶ子∥著
913/み/ マキとショウマ千年をとんだ少年陰陽師 村田　沙耶香∥著
913/す/ マザー・グースのうた　第３集 新庄　節美∥著//大庭　賢哉∥画
933 マジカル・ドロップス あおい　もも∥著//佐竹　美保∥画
913/ひ/ マジシャン：魔術師ニコロ・マキャベリ 谷川　俊太郎∥訳//堀内　誠一∥画
933 ますだくんのランドセル 風野　潮∥著
933 まぜこぜシチュー マイケル・スコット∥著//橋本　恵∥訳
938 また、キミに逢えたなら。 武田　美穂∥著
913/な/ また、同じ夢を見ていた ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//灰島　かり∥訳
933 まちねずみジョニーのおはなし　新装版 ｍｉＮａｔｏ
933 マチネの終わりに 住野　よる【著】
933 マチルダばあや、ロンドンへ行く ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
933 マチルダばあやといたずらきょうだい 平野　啓一郎【著】

913/か/ マチルダは小さな大天才
クリスティアナ・ブランド∥著//エドワード・アーディゾーニ∥画//こ
だま　ともこ∥訳

913 まっ黒なおべんとう
クリスティアナ・ブランド∥著//エドワード・アーディゾーニ∥画//こ
だま　ともこ∥訳

943 マディガンのファンタジア　下 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//宮下　嶺夫∥訳

913 マディガンのファンタジア　上 児玉　辰春【著】,長澤　靖【画】
959 マディソン街の千一夜 マーガレット・マーヒー∥著//山田　順子∥訳//佐竹　美保∥画
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913 マデックの罠 マーガレット・マーヒー∥著//山田　順子∥訳//佐竹　美保∥画
913/み/ マドンナ・ヴェルデ オー・ヘンリー∥著//千葉　茂樹∥訳//和田　誠∥画
913/み/ まぶしさをだきしめて ロブ・ホワイト∥著//宮下　嶺夫∥訳
933 まほうのスープ 海堂　尊【著】
913/ま/ まほうをかけられた舌 折原　みと∥著
913/あ/ まぼろしの王都 ミヒャエル・エンデ∥著//テイーノ∥訳//ささき　たづこ
913 まぼろしの犬 安房　直子∥著
943 まほろ駅前狂騒曲 エミーリ・ロサーレス∥著//木村　裕美∥訳

913/み/ まほろ駅前多田便利軒
日本児童文学者協会∥編//北見　葉胡∥画//岡田　依世子，他∥
著

933/ふ/ ママ、大変、うちにコヨーテがいるよ！ 三浦　しをん【著】
913 ママお話きかせて　夏の巻 三浦　しをん【著】
943 ままならないから私とあなた エルモア・レナード∥著//高見　浩∥訳
933/な/ ママはシングル
943 ママは行ってしまった 朝井　リョウ【著】
913/も/ マリヴロンと少女 遠藤　文子∥著

933/ま/ マリゴールドの願いごと
クリストフ・ハイン∥著//松沢　あさか∥訳//ロートラウト・ズザンネ・
ベルナー∥画

911 マリと子犬の物語 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
911 マルカの長い旅 ジェーン・フェリス
911 マルベリーボーイズ ひろはた　えりこ∥著//桑原　眞二，大野　一興∥原著
911 マレクとマリア ミリヤム・プレスラー∥著//松永　美穂∥訳
911 マレスケの虹 ドナ・ジョー・ナポリ【著】,相山　夏奏【訳】
911 マレフィセント ヴァルトラウト・レーヴィン∥著//松沢　あさか∥訳
911 まんがで学習おぼえておきたい短歌１００ 森川　成美
911 “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子 萩原　昌好∥編著//山口　太一∥画
911 “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子 デイヴ・ペルザー【著】,田栗　美奈子【訳】
913/ま/ “Ｉｔ”と呼ばれた子　２　ジュニア版 デイヴ・ペルザー【著】,田栗　美奈子【訳】
913/ま/ 〈カラス同盟〉事件簿 デイヴ・ペルザー【著】,田栗　美奈子【訳】
919/か/ 「ジンジャーとピクルズや」のおはなし　新装版 デイヴ・ペルザー∥著
914/し/３ 「ダ」ったらダールだ！ アレックス・シモンズ，ビル・マッケイ∥著//片岡　しのぶ∥訳
914/し/４ 「また、必ず会おう」と誰もが言った。 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳

955 「悩み部」の栄光と、その慢心。
ロアルド・ダール∥著//ウェンディ・クーリング∥編//クェンティン・ブ
レイク∥画

961 「悩み部」の結成と、その結末。 喜多川　泰【著】
914/さ/ 「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ
914 「魔女の宅急便」展　魔女とお化け 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ
914/さ/ 〆切本　〔２〕 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ
933 〆切本　３ 角野栄子
933 １００１の星のむこうに 左右社編集部【編】
933 １０１パーセントレナ 左右社編集部【編】
914/あ/ １００万回生きたねこ アネッテ・ブライ∥著//木本　栄∥訳

910 １００万回生きたねこ
ステファン・ボーネン∥著//小橋　敦子，ヒルト・ファン・ブレーメン∥
訳

907 １０１万回生きたねこ（中国語） 佐野　洋子【著】
914/じ/ １１月はたそがれの国 佐野　洋子∥著
920.666667 １３ヵ月と１３週と１３日と満月の夜 佐野洋子
920.666667 １３ヵ月と１３週と１３日と満月の夜 レイ・ブラッドベリ∥著//宇野　利泰∥訳
920.666667 １４歳のシーズン アレックス・シアラー∥著//金原　瑞人∥訳
913/き/０ １４歳の遺言 アレックス・シアラー∥著//金原　瑞人∥訳
913/き/１ １４６ｇの孤独 あさの　あつこ【著】
913/き/２ １４歳 重田　さゆり∥著
906 １４歳 伊岡　瞬∥著
900.9 １５歳。焼身自殺日記 小林　深雪,みうら　かれん,安田　夏菜,如月　かずさ,市川　朔久子
895.8 １５歳のノクターン 千原ジュニア∥著
890.7 １５歳の本棚　家族兄弟編 ブレント・ラニアン∥著//小川　美紀∥訳
914/い/ １５歳の本棚　初恋友情編 さとう　まきこ∥著
913/か/３ １５歳の本棚　部活学園編 北上　次郎【編】,梨木　香歩，他【著】,
913/か/４ １７歳。死ぬ前にしてみたいこと 北上　次郎【編】,石田　衣良，他【著】,
913/か/ １９８３年熱い秋のノート 北上　次郎【編】,角田　光代，他【著】,
913/か/ １９８３年熱い秋のノート ジェニー・ダウンハム∥著//代田　亜香子∥訳
934 ２リットルの涙 中澤　晶子∥著
913/に/１ ２週間の物語 中澤　晶子∥著
913/に/１０ ２．４３　３ 木藤　亜也∥著
913/に/１１ ２．４３　４ 日本児童文学者協会　編
913/に/１２ ２．４３　代表決定戦編３ 壁井　ユカコ【著】
913/に/１３ ２．４３　代表決定戦編４ 壁井　ユカコ【著】
913/に/１４ ２１年後 壁井　ユカコ【著】
913/に/１５ ２１世紀版少年少女日本文学館　１ 壁井　ユカコ【著】
913/に/１６ ２１世紀版少年少女日本文学館　１０ オー・ヘンリー∥著//千葉　茂樹∥訳//和田　誠∥画

913/に/１７ ２１世紀版少年少女日本文学館　１１
樋口　一葉【著】,森　鴎外【著】,小泉　八雲【著】,円地　文子【訳】,平
井　呈一【訳】

913/に/１８ ２１世紀版少年少女日本文学館　１２ 太宰　治【著】,井伏　鱒二【著】
913/に/１９ ２１世紀版少年少女日本文学館　１３ 壷井　栄【著】
913/に/２ ２１世紀版少年少女日本文学館　１４ 小川　未明【著】,坪田　譲治【著】,浜田　広介【著】
913/に/２０ ２１世紀版少年少女日本文学館　１５ 新美　南吉【著】,木下　順二【著】
913/に/３ ２１世紀版少年少女日本文学館　１６ 竹山　道雄【著】

913/に/４ ２１世紀版少年少女日本文学館　１７
山本　周五郎【著】,尾崎　一雄【著】,円地　文子【著】,中島　敦【著】,
木山　捷平【著】,永井　竜男【著】,原　民喜【著】

913/に/５ ２１世紀版少年少女日本文学館　１８ 井上　靖【著】



番号 作品名 著者名

９　文学

913/に/６ ２１世紀版少年少女日本文学館　１９
大岡　昇平【著】,梅崎　春生【著】,伊藤　整【著】,中野　重治【著】,佐
多　稲子【著】

913/に/７ ２１世紀版少年少女日本文学館　２
安岡　章太郎【著】,吉行　淳之介【著】,遠藤　周作【著】,阿川　弘之
【著】,小川　国夫【著】,北　杜夫【著】

913/に/８ ２１世紀版少年少女日本文学館　２０
水上　勉【著】,曽野　綾子【著】,辻　邦生【著】,竹西　寛子【著】,開高
健【著】

913/に/９ ２１世紀版少年少女日本文学館　３ 夏目　漱石【著】
933 ２１世紀版少年少女日本文学館　４ 井上　ひさし【著】,野坂　昭如【著】,三浦　哲郎【著】,村上　春樹【著】
933 ２１世紀版少年少女日本文学館　５ 島崎　藤村【著】,国木田　独歩【著】,伊藤　左千夫【著】
914/み/ ２１世紀版少年少女日本文学館　６ 谷崎　潤一郎【著】,鈴木　三重吉【著】,野上　弥生子【著】
913 ２１世紀版少年少女日本文学館　７ 志賀　直哉【著】,武者小路　実篤【著】,有島　武郎【著】
913 ２１世紀版少年少女日本文学館　８ 芥川　竜之介【著】
913/も/ ２１世紀版少年少女日本文学館　９ 室生　犀星【著】,佐藤　春夫【著】,堀　辰雄【著】
913/も/ ３ひきのわるいねずみのおはなし　新装版 宮沢　賢治【著】
913/ご/ ３５丁目の奇跡 川端　康成【著】,林　芙美子【著】
913/ご/ ４日間の物語 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913/ご/ ５ＴＥＥＮ ヴァレンタイン・デイヴィス∥著//片岡　しのぶ∥訳
913/ご/ ５年４組リョウタ組 日本児童文学者協会　編
913/ご/ ５秒後に意外な結末 石田　衣良∥著
908/ご/2 ５秒後に意外な結末 石田　衣良∥著
908/ご/1 ６分で笑える！おバカで愉快な物語 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
908/ご/5 ６分で読める！ひと駅ストーリー　夏の記憶西口編 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
908/ご/３ ６分で読める！ひと駅ストーリー　夏の記憶東口編 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
908/ご/４ ６分で読める！ひと駅ストーリー　降車編 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
908/ご/ ６分で読める！怖いはなし 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
908/ご/ ５分後に意外な結末 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
908/ご/ ５分後に意外な結末 『このミステリーがすごい！』編集部【編】,井上　雅彦
908/ご/ ６分後に意外な結末
913/ご/ ５分後に意外な結末　５
913/よ/０ ５分後に意外な結末　６ 川畑　勝　編集人
913/よ/１ ５分後に意外な結末ｅｘ 川畑　勝　編集人
913 ５分後に意外な結末ｅｘ 川畑　勝　編集人
913 ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
914/な/ ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
895 ６分後に思わず涙。 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
885 ６５　下 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
875 ６５　上 桃戸　ハル【編著】,田中　寛崇
865 ７ｄａｙｓ　ｗｏｎｄｅｒ 横山　秀夫【著】
855 ７ｄａｙｓ　ｗｏｎｄｅｒ 横山　秀夫【著】
914/き/ ８人の名探偵 谷原　秋桜子，他∥著
918.333333 ８１４の謎 谷原　秋桜子，他∥著

918.904762 ９つの物語
綾辻　行人,歌野　晶午,法月　綸太郎,有栖川　有栖,我孫子　武丸,
山口　雅也,麻耶　雄嵩,文芸第三出版部【編】

919.47619 ８分音符のプレリュード モーリス・ルブラン∥原著//南　洋一郎∥著
920.047619 ８分音符のプレリュード フィリッパ・ピアス∥著//片岡　しのぶ∥訳
920.619048 ９４番目のキミ 松本　祐子∥著
921.190476 １００のなみだ　波 松本　祐子∥著
913/あ/０ １００年の愛　ジュニア版 山田　悠介∥著

913/あ/１ ＡＢＣ
リンダブックス編集部,編者　佐藤万里　野坂律子　田中孝博　美崎
理恵　竹之内響介　甲木千絵　佐川里江　源祥子　蛭田直美　美木
麻里　谷口雅美,執筆者

914/い/ ＡＢＣＤＥＦＧ殺人事件 橋田　壽賀子∥著
909.428571 ＡＢＣ殺人事件 市川　朔久子
907.52381 ａｉｒ 鯨　統一郎∥著
905.619048 Ａｌｌ　Ｓｍａｌｌ　Ｔｈｉｎｇｓ アガサ・クリスティ∥著//百々　佑利子∥訳
903.714286 Ａｎｏｔｈｅｒ　下 名木田　恵子∥著
901.809524 Ａｎｏｔｈｅｒ　上 角田　光代∥著
899.904762 ＡＸ 綾辻　行人【著】
898 ＢＬＥＡＣＨ 綾辻　行人【著】

896.095238 Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ，Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｓｅｅ 伊坂　幸太郎【著】

913/あ/４ Ｃｕｒｉｏｕｓ　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｆｌｉｅｓ　ａ　Ｋｉｔｅ 久保　帯人，松原　真琴∥著
913/あ/５ ＤＩＶＥ　１ Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ，Ｊｒ．∥著//Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ∥画//ビル・マーチン∥著
913/あ/６ ＤＩＶＥ　１ Ｈ．Ａ．Ｒｅｙ，Ｍａｒｇｒｅｔ　Ｒｅｙ，Ｈ．Ａ．レイ∥著
933 ＤＩＶＥ　２ 森　絵都∥著
933 ＤＩＶＥ　３ 森　絵都∥著
913/あ/３ ＤＩＶＥ　４ 森　絵都∥著
913/あ/４ ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－　〔２ｓｔ　Ｓｅｔ〕 森　絵都∥著
893 ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－　３ｎｄ　Ｓｅｔ 森　絵都∥著
873 ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－　４ｒｄ　Ｓｅｔ 天沢　夏月
914/に/ ＥＧＲ３ 天沢　夏月
913 ＥＧＲ３ 天沢　夏月
913 Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ　〔３〕 ヘレン・フォックス∥著//三辺　律子∥訳
913 Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ　〔４〕 ヘレン・フォックス∥著//三辺　律子∥訳
913 Ｇｏｌｄ　Ｒｕｓｈ！ぼくと相棒のすてきな冒険 ｈａｌｙｏｓｙ,雨宮　ひとみ【著】
913 Ｈｉｇｈ　ａｎｄ　ｄｒｙ（はつ恋） ｈａｌｙｏｓｙ,雨宮　ひとみ【著】
913 ｉ シド・フライシュマン∥著//金原　瑞人，市川　由季子∥訳
913 ＩＮ よしもと　ばなな∥著

913
ＩＱ探偵タクトタクトＶＳムー！日本一の小学生探偵を探
せ！？　下

西　加奈子【著】



番号 作品名 著者名

９　文学

913
ＩＱ探偵タクトタクトＶＳムー！日本一の小学生探偵を探
せ！？　上

桐野　夏生∥著

913 ＩＱ探偵タクトダンジョン小学校 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト季節はずれの幽霊騒動 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト桜の記憶 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト桜の記憶 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト未来と拓斗の神隠し 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト密室小学校 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵タクト密室小学校 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵ムーあの子は行方不明 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵ムーアリバイを探せ！ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムーアリバイを探せ！ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムーそして、彼女はやってきた。 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムーそして、彼女はやってきた。 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムーバカ田トリオのゆううつ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムームーＶＳタクト！江戸の夜に猫が鳴く　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムームーＶＳタクト！江戸の夜に猫が鳴く　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー帰ってくる人形 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー時を結ぶ夢羽 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー春の暗号 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー真夏の夜の夢羽 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　上下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
914/か/ ＩＱ探偵ムー夢羽、マジシャンになる。　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー夢羽、マジシャンになる。　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー夢羽、海の家へ行く。 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 Ｊｕｓｔ　Ｂｅｃａｕｓｅ！ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＫＡＧＥＲＯＵ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
914/い/ ＫＡＧＥＲＯＵ 鴨志田　一
934 Ｋａｇｕｙａ－ｈｉｍｅ 齋藤　智裕∥著
914/き/ Ｌｉｔｔｌｅ　ＤＪ 齋藤　智裕∥著
893 Ｌｉｔｔｌｅ　ＤＪ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
873 Ｌｉｔｔｌｅ　ＤＪ 鬼塚　忠∥著
913/お/６ Ｌｏｓｔ　ａｎｄ　Ｆｏｕｎｄ 鬼塚　忠∥著
913/お/７ Ｍｏｍｏｔａｔｒｏ 鬼塚　忠∥著
913/お/８ ＯＮＥ　ＤＡＹ 石崎　洋司，他∥著
913/お/９ Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】

913/お/１０ Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ，Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｈｅａｒ？ ダニエル・エーレンハフト∥著//古屋　美登里∥訳

914 ＲＡＮＭＡＲＵ 喜多川　泰【著】
913/な/４ ＲＤＧ　レッドデータガール　〔２〕 Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ，Ｊｒ．∥著//Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ∥画//ビル・マーチン∥著
913/な/５ ＲＤＧ　レッドデータガール　６ 伊丹　由宇∥著//倣　学∥画
913/な/６ ＲＤＧ　レッドデータガール　７ 荻原　規子【著】
944/い/ ＲＤＧ　レッドデータガール　８ 荻原　規子【著】
913/え/１６ ＲＤＧ　レッドデータガール　９ 荻原　規子【著】
906.333333 ＲＤＧレッドデータガールはじめてのお使い 荻原　規子【著】
896.333333 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　４ 荻原　規子【著】
886.333333 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　５ 荻原　規子∥著
913/と/２ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　６ 長月　達平【著】
934/る/ Ｓｅｖｅｎ　Ｂａｂｙ　Ｇｏａｔｓ 長月　達平【著】
913 ＳＦ宝石　２０１６ 長月　達平【著】
913 Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｏｎ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913 Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｏｎ 井上　雅彦
943/い/ ＳＯＳの猿 ジャクリーン・ウィルソン，他∥著//尾高　薫，他∥訳
949/い/ ＳＰＥＣ　２ ジャクリーン・ウィルソン，他∥著//尾高　薫，他∥訳
913/い/ ＳＴＡＲ　ＷＡＲＳフォースの覚醒前夜 伊坂　幸太郎∥著
913 Ｓ力人情商店街　７ 西荻　弓絵,豊田　美加
913 Ｓ力人情商店街　１０ グレッグ・ルーカ【著】,フィル・ノト,稲村　広香【訳】
913 Ｔ．Ｒ．Ｙ 令丈　ヒロ子∥著//岡本　正樹∥画
913 Ｔｈｅ　Ｂｒｅｍｅｎ　Ｂａｎｄ 令丈　ヒロ子∥著//岡本　正樹∥画
950/い/ Ｔｈｅ　Ｅｍｐｅｒｏｒ’ｓ　Ｎｅｗ　Ｃｌｏｔｈｅｓ 井上　尚登∥著
927.666667 Ｔｈｅ　Ｇｒａｔｅｆｕｌ　Ｃｒａｎｅ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
927.166667 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
926.666667 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　５ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
926.166667 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　６ あさの　あつこ∥著//鈴木　びんこ∥画
925.666667 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　７ あさの　あつこ∥著//鈴木　びんこ∥画
925.166667 Ｔｈｕｍｂｅｌｉｎａ あさの　あつこ∥著//鈴木　びんこ∥画
924.666667 Ｔｏｍｏｒｒｏｗ　ｓｔａｇｅ１～７ あさの　あつこ∥著//鈴木　びんこ∥画
924.166667 Ｔｗｉｎｋｌｅ ジョン・マーズデン∥著//二見　千尋∥訳
923.666667 Ｖｉｎｔａｇｅ’０７ ジョン・マーズデン∥著//二見　千尋∥訳
929.032967 Ｘのアーチ 香月　日輪，他∥著
930.335165 ＺＯＫＵ 石田　衣良，他【著】,
931.637363 ＺＯＯ スティーヴ・エリクソン【著】,柴田　元幸【訳】
932.93956 ア・ハッピーファミリー 森　博嗣【著】
934.241758 ああ、たいくつだ 乙一【著】
935.543956 ああ、三者面談 黒野　伸一∥著
936.846154 ああ、三者面談 ピーター・スピアー【著】,松川　真弓【訳】
938.148352 ああ、三者面談 蓬莱　泰三∥著



番号 作品名 著者名
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939.450549 アーサー王物語 蓬莱　泰三∥著
940.752747 アースシーの風 蓬莱　泰三∥著
942.054945 あーちゃん 阿刀田　高∥著
943.357143 アート少女 Ｕ．Ｋ．ル・グウィン∥著//清水　真砂子∥訳
914/し/ アート少女 ねじめ　正一∥著//村上　康成∥画
906.333333 アーミッシュに生まれてよかった 花形　みつる∥著
896.333333 アーモンド入りチョコレートのワルツ 花形　みつる∥著
886.333333 アイ・ラヴ・ユー ミルドレッド・ジョーダン∥著//池田　智∥訳
914/お/ アイアンハンド 森　絵都∥著
933 アイアンマン 岡崎　由紀子∥著
933 アイスプラネット チャーリー・フレッチャー∥著//大嶌　双恵∥訳
933 アイスマーク クリス・クラッチャー∥著//金原　瑞人，西田　登∥訳
930/ち/ アイスマーク　３ 椎名　誠【著】
914/い/ あいつまであと３秒 スチュアート・ヒル∥著//金原　瑞人，中村　浩美∥訳
924// アイドルが恋しちゃだめですか？ スチュアート・ヒル∥著//金原　瑞人，中村　浩美∥訳
964/い/ アイドロン　４ 折原　みと∥著
934 アイドロン　５ ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ,小野　はるか【著】
913/お/４ アイドロン　６ ジェーン・ジョンソン∥著//神戸　万知∥訳//佐野　月美∥画
921.5 アイヌ神謡集 ジェーン・ジョンソン∥著//神戸　万知∥訳//佐野　月美∥画
922.333333 アイネクライネナハトムジーク ジェーン・ジョンソン∥著//神戸　万知∥訳//佐野　月美∥画
923.166667 アイビロングドツウユウ 知里　幸恵【編訳】
924 アウシュヴィッツの図書係 伊坂　幸太郎【著】
924.833333 アウトサイダーズ
925.666667 あかつきの波濤を切る アントニオ・G・イトゥルベ
926.5 あかつきの波濤を切る Ｓ．Ｅ．ヒントン∥著//唐沢　則幸∥訳
927.333333 あかね色の風 岡崎　ひでたか【著】,小林　豊【画】
914/な/ あかね色の風 岡崎　ひでたか∥著//小林　豊∥画
927.393939 アカペラ あさの　あつこ∥著//長谷川　知子∥画
928.775058 アグリーガール あさの　あつこ∥著//長谷川　知子∥画
930.156177 アゴールニンズ 山本　文緒∥著
931.537296 あした ジョイス・キャロル・オーツ∥著//神戸　万知∥訳
932.918415 あしたははれ曜日！ ジョー・ウォルトン∥著//和爾　桃子∥訳
934.299534 あしたは晴れた空の下で 高丸　もと子∥著//内田　新哉∥画
935.680653 あしたは晴れた空の下で 麻生　かづこ∥著//長野　ともこ∥画
937.061772 あしたは晴れた空の下で 中澤　晶子【著】
938.44289 あしたは晴れた空の下で 中澤　晶子∥著
939.824009 あしたは晴れた空の下で 中澤　晶子∥著
941.205128 あしながおじさん 中澤　晶子∥著
942.586247 あずかりやさん 中澤　晶子∥著
914/せ/ あすなろ三三七拍子 ジーン・ウェブスター∥著//曾野　綾子∥訳
883 あそこの席 大山　淳子∥著
853 あたらしい図鑑 重松　清∥著
912/た/ あたり（魚信） 山田　悠介∥著
934 あっおちてくるふってくる 長薗　安浩∥著
934/あ/ アッホ夫婦 山本　甲士∥著

923.482213 あと少し、もう少し
ジーン・ジオン∥著//マーガレット・ブロイ・グレアム∥画//まさき
るりこ∥訳

923.236166 アナ＝ラウラのタンゴ ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

922.990119 アナザー・ワールド 瀬尾　まいこ【著】
922.744071 あなたと読む恋の歌百首 ヨアヒム・フリードリヒ∥著//平野　卿子∥訳
922.498024 あなたはそっとやってくる よしもと　ばなな∥著
922.251976 アナと雪の女王 俵　万智【著】
922.005929 アナベル・ドールと世界一いじのわるいお人形 ジャクリーン・ウッドソン∥著//さくま　ゆみこ∥訳
921.759881 アニーとおばあちゃん サラ・ネイサン，セラ・ローマン【著】,しぶや　まさこ【訳】,

921.513834 アニモーフ　６
アン　Ｍ．マーティン，ローラ・ゴドウィン∥著//ブライアン・セルズ
ニック∥画

921.267787 アニモーフ　７
ミスカ・マイルズ∥著//ピーター・パーノール∥画//北面　ジョーン
ズ和子∥訳

921.021739 アニモーフ　８ Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//羽地　和世∥訳
920.775692 アニモーフ　９ Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//石田　理恵∥訳
920.529644 アニモーフ　１０ Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//石田　理恵∥訳
920.283597 あのうたこのうた Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//羽地　和世∥訳
920.037549 あのころはフリードリヒがいた　新版 Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//石田　理恵∥訳
919.791502 あの空をおぼえてる まど　みちお∥著
919.545455 あの世からの火 ハンス・ペーター・リヒター∥著//上田　真而子∥訳
919.299407 あの世からの火 ジャネット・リー・ケアリー∥著//浅尾　敦則∥訳
919.05336 あの世レストラン 松谷　みよ子∥著
918.807312 あの日、ブルームーンに。 松谷　みよ子∥著
918.561265 あの日ベトナムに枯葉剤がふった 松谷　みよ子∥編//たかい　よしかず∥画
918.315217 アパートのまど 宮下　恵茉∥著
918.06917 あひるのジマイマのおはなし　新装版 大石　芳野∥著
964/ば/ あぶくアキラのあわの旅 竹下　文子∥著//杉田　豊∥画
914/の/ アブダラと空飛ぶ絨毯 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
914 アプリイ・ダプリイのわらべうた　新装版 いとう　ひろし∥著
929/あ/ アボンリーへの道　１ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//西村　醇子∥訳
929/あ/ アボンリーへの道　４ ビアトリクス・ポター∥著//なかがわ　りえこ∥訳
950.587738 アボンリーへの道　５ モンゴメリ∥原著//Ｄ．アデール，Ｊ．ローゼンストック∥著
950.781536 アミ小さな宇宙人 モンゴメリ∥原著//Ｈ．コンキー∥著//村岡　美枝∥訳
950.975335 アメリカひじき・火垂るの墓 モンゴメリ∥原著//Ｆ．マクヒュー∥著//広瀬　美智子∥訳
951.169133 アメンボ号の冒険 エンリケ・バリオス【著】,石原　彰二【訳】,さくら　ももこ【画】
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951.362932 アラジン 野坂　昭如【著】
951.55673 アラジン／ジャファーの逆襲 椎名　誠∥著
951.750529 アラビアン・ナイト 橘高　弓枝【著】
951.944327 アリスは友だちをつくらない 橘高　弓枝∥著
952.331924 アリの足 かの　りゅう∥編訳
952.525722 アル・カポネによろしく グニラ・リン・ペルソン∥著//松沢　あさか∥訳//陣崎　草子∥画
952.719521 アルケミスト：錬金術師ニコラ・フラメル 手塚　治虫∥原著//藤田　晋一∥著
952.913319 アルケミスト：錬金術師ニコラ・フラメル ジェニファ・チョールデンコウ∥著//こだま　ともこ∥訳
953.107118 アルジャーノンに花束を　改訂版 マイケル・スコット∥著//橋本　恵∥訳
953.300916 アルセーヌ・ルパン全集　１～２５ マイケル・スコット∥著//橋本　恵∥訳
953.494715 アルセーヌ・ルパン全集　別巻６ モーリス・ルブラン∥著//長島　良三∥訳
953.688513 アルセーヌ・ルパン全集　別巻７ モーリス・ルブラン∥著//竹西　英夫∥訳
958.533474 アルセーヌ・ルパン全集　別巻８ モーリス・ルブラン∥著//長島　良三∥訳
958.727273 アルセーヌ・ルパン全集　別巻９ モーリス・ルブラン∥著//竹西　英夫∥訳
958.921071 アルセーヌ・ルパン全集　別巻１０ モーリス・ルブラン∥著//長島　良三∥訳
914/こ/ アルバートおじさんと恐怖のブラックホール モーリス・ルブラン∥著//大友　徳明∥訳
914/ひ/ アルバートおじさんと恐怖のブラックホール モーリス・ルブラン∥著//榊原　晃三∥訳
946.307692 アルバートおじさんのミクロの国の冒険 ラッセル・スタナード∥著//岡田　好惠∥訳
949.142857 アルバートおじさんの時間と空間の旅 ラッセル・スタナード∥著//岡田　好惠∥訳
951.978022 アルプスの少女ハイジ ラッセル・スタナード∥著//岡田　好惠∥訳
954.813187 アルフレッド・クロップの奇妙な冒険 ラッセル・スタナード∥著//岡田　好惠∥訳
957.648352 ある晴れた夏の朝 ヨハンナ・スピリ∥原著
960.483516 ある男 リック・ヤンシー∥著//堺　三保∥訳
963.318681 アンティークＦＵＧＡ　１ 小手鞠　るい【著】
966.153846 アンティークＦＵＧＡ　２ 平野　啓一郎【著】
968.989011 アンティークＦＵＧＡ　３ あんびる　やすこ∥著//十々夜∥画
971.824176 アンティークＦＵＧＡ　４ あんびる　やすこ∥著//十々夜∥画
974.659341 アンティークＦＵＧＡ　５ あんびる　やすこ∥著//十々夜∥画
977.494505 アンティークＦＵＧＡ　６ あんびる　やすこ∥著//十々夜∥画
980.32967 アンティークＦＵＧＡ　６ あんびる　やすこ∥著//十々夜∥画
950/ふ/ アンデルセンの１４の童話 あんびる　やすこ∥著//十々夜∥画
950 アンデルセン童話集　２　新装 あんびる　やすこ∥著//十々夜∥画

913/あ/ アンデルセン童話集　３
ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥著//ナオミ・ルイス∥訳//ジョ
エル・ステュワート∥画

913/あ/ アンデルセン童話集　３　新装 アンデルセン∥著//大畑　末吉∥訳
917.8 アントン アンデルセン∥著//山室　静∥編訳
914 あんなぁよおぅききや アンデルセン∥著//大畑　末吉∥訳
910.2 アンネの日記 エリザベート・ツェラー∥著//中村　智子∥訳
906.4 アンネの日記　完全版 玉置　半兵衛∥著
902.6 アンネの日記（中国語） アンネ・フランク【著】,深町　真理子【訳】
914/よ/ アンマーとぼくら アンネ・フランク∥著//深町　眞理子∥訳
913 イーヨーのあたらしいうち アンネ　フランク
913 イーヨーのあたらしいうち 有川　浩【著】
913 イーヨーのたんじょうび Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
912/ま/ イーヨーのたんじょうび Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
983.277778 いいんだか悪いんだか Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
992.711111 いい人ランキング Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
1002.14444 いえでででんしゃ 林　真理子∥著
1011.57778 いえでででんしゃはこしょうちゅう？ 吉野　万理子【著】
1021.01111 いえでででんしゃはこしょうちゅう？ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
1030.44444 いきいき動物 あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
1039.87778 いきもの歳時記　夏 あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
1049.31111 いきもの歳時記　秋 まど　みちお【著】
1058.74444 いきもの歳時記　春 古舘　綾子∥著//舘　あきら，他∥写真//小林　絵里子∥画
914/み/ いきもの歳時記　冬 古舘　綾子∥著//舘　あきら，他∥写真//小林　絵里子∥画
914.666667 イクバルの闘い 古舘　綾子∥著//舘　あきら，他∥写真//小林　絵里子∥画
917.166667 イサナと不知火のきみ 古舘　綾子∥著//舘　あきら，他∥写真//小林　絵里子∥画
919.666667 イサナ龍宮の闘いへ フランチェスコ・ダダモ∥著//荒瀬　ゆみこ∥訳
914/い/ イソップ童話　下 たつみや　章∥著//東　逸子∥画
869 イソップ童話　上 たつみや　章∥著//東　逸子∥画
827 いちご同盟 イソップ∥著//二宮　フサ∥訳
914/は/ いちばんたいせつなもの イソップ∥著//二宮　フサ∥訳
928.571429 いちばんたいせつなもの 三田　誠広【著】
930.285714 いつか、ふたりは二匹 八百板　洋子∥編訳//ルディ・スコチル∥画
932 いつか、眠りにつく日 八百板　洋子∥編訳//ルディ・スコチル∥画
933.714286 いっすんぼうしの話 西澤　保彦∥著
935.428571 いつだってスタートライン いぬじゅん【著】
937.142857 いっちばん レオポルド・ショヴォー∥著//出口　裕弘∥訳
938.857143 いっぺんさん 杉本　深由起∥著//小林　雅代∥画
913/い/０ いつまでも、いつまでもお元気で 畠中　恵【著】
913/い/１ いつまでもここでキミを待つ 朱川　湊人∥著
915/な/ いつまでもベストフレンド 知覧特攻平和会館∥編
912/か/ いつもお兄ちゃんがいた ひろの　みずえ∥著
915/ほ/ いつもそばにいるから サラ・デッセン∥著//おびか　ゆうこ∥訳
956/く/ いつもどこかで アラン・アルバーグ∥著//こだま　ともこ∥訳
956/く/ いつもの朝に バーバラ・パーク∥著//ないとう　ふみこ∥訳
914/い/ いつもの朝に　上 新川　和江∥著
938.714286 いとし子よ 今邑　彩【著】
943 いのちにさわったら 今邑　彩【著】
947.285714 いのちの車窓から 永井　隆【著】
951.571429 いのちは贈りもの 鹿島　和夫【編】
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955.857143 いのちは贈りもの 星野　源【著】
960.142857 いま、会いにゆきます フランシーヌ・クリストフ【著】,河野　万里子【訳】
964.428571 いもうと物語 フランシーヌ・クリストフ【著】,河野　万里子【訳】
914/き/ いもうと物語 市川　拓司【著】
843 いもうと物語 氷室　冴子∥著
773 イモヅル式物語 氷室　冴子∥著
933/ぶ/２ イヤーオブノーレイン 氷室　冴子∥著
933/そ/２ イリュージョン スズキ　コージ∥著
934 イルカの家 アリス・ミード∥著//横手　美紀∥訳
933/そ/６ いるのいないの リチャード・バック∥著//佐宗　鈴夫∥訳
933/そ/７ イワンのばか　新版 ローズマリー・サトクリフ∥著//乾　侑美子∥訳
933/そ/８ インビジブルレイン 京極　夏彦,町田　尚子,東　雅夫【編】
933/そ/９ インフェルノ　上 レフ・トルストイ∥著//金子　幸彦∥訳
933.294118 ヴァンパイレーツ　１～１０ 誉田　哲也∥著
933.588235 ヴィヴァーチェ ジャスティン・ソンパー∥著//海後　礼子∥訳
933.882353 ウィッシュリスト ジャスティン・ソンパー∥著//海後　礼子∥訳
936.823529 ヴィヨンの妻 あさの　あつこ∥著
937.117647 ウィルキンズの歯と呪いの魔法 オーエン・コルファー∥著//種田　紫∥訳
937.411765 ウォーリアーズ　３　ポケット版 太宰　治∥著

937.705882 ウォーリアーズ　４　ポケット版
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//原島　文世∥訳//佐竹　美保∥
画

938 ウォーリアーズ　４ エリン・ハンター∥著//金原　瑞人∥訳
914/な/ ウォーリアーズ　７　ポケット版 エリン・ハンター∥著//金原　瑞人，高林　由香子∥訳
932.25 ウォーリアーズ　８　ポケット版 エリン・ハンター∥著//金原　瑞人，高林　由香子∥訳
932.676471 ウォーリアーズ　９　ポケット版 エリン・ハンター∥著//金原　瑞人，高林　由香子∥訳
933.102941 ウォーリアーズ　１０　ポケット版 エリン・ハンター∥著//金原　瑞人，高林　由香子∥訳
933.529412 ウォーリーのゆめのくにだいぼうけん エリン・ハンター∥著//金原　瑞人，高林　由香子∥訳
933.955882 ウサギが丘のきびしい冬 エリン・ハンター∥著//金原　瑞人，高林　由香子∥訳
934.382353 うさぎとトランペット マーティン・ハンドフォード∥著//唐沢　則幸∥訳
934.808824 うさぎとトランペット ロバート・ローソン∥著//三原　泉∥訳
935.235294 ウサギまいごになる 中沢　けい【著】
935.661765 ウサギまいごになる 中沢　けい∥著
936.088235 うしはどこでも「モ～！」 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
936.514706 うちの一階には鬼がいる！ Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳

936.941176 ウミガメと少年
エレン・スラスキー・ワインスティーン∥著//ケネス・アンダーソン∥
画//桂　かい枝∥訳

937.367647 うみのすきなきかんしゃダック ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//原島　文世∥訳
937.794118 うらめしやレストラン 野坂　昭如∥著//男鹿　和雄∥画//早川　敦子∥訳

938.220588 うるさいんだよ、母さんは
ウィルバート・オードリー∥原著//ブリット・オールクロフト∥写真//
まだらめ　三保∥訳

938.647059 ウルフ・サーガ　上下 松谷　みよ子∥編//かとう　くみこ∥画

914/こ/ ウルフィーからの手紙
ケーテ・レヒアイス∥著//松沢　あさか∥訳//カレン・ホレンダー∥
画

953 ウルフ谷の兄弟
ケーテ・レヒアイス∥著//松沢　あさか∥訳//カレン・ホレンダー∥
画

914/い/ ウルメル宇宙へゆく パティ・シャーロック∥著//滝沢　岩雄∥訳
914/え/ エアボーン デーナ・ブルッキンズ∥著//宮下　嶺夫∥訳
933 エイジ マックス・クルーゼ∥著//加藤　健司∥訳//エーリヒ・ヘレ∥画
934.071429 エイレーネーの瞳 ケネス・オッペル∥著//原田　勝∥訳
935.142857 エヴァが目ざめるとき 小前　亮【著】
936.214286 エースの系譜 小前　亮∥著
938.357143 エール ピーター・ディッキンソン∥著//唐沢　則幸∥訳
939.428571 エスターハージー王子の冒険 岩崎　夏海【著】
934/す/ エバーグリーン はやみね　かおる,浜野　京子,石川　宏千花,風野　潮,香坂　直
935.095238 エマ・ジーン・ラザルス、木から落ちる 豊島　ミホ∥著
935.52381 エミリーのしっぽ 豊島　ミホ∥著
936.380952 エミリーへの手紙 ローレン・ターシス∥著//部谷　真奈実∥訳
936.809524 エメラルド・アトラス キャムロン・ライト∥著//小田島　則子，小田島　恒志∥訳
937.238095 エラゴン キャムロン・ライト∥著//小田島　則子，小田島　恒志∥訳
938.095238 エリアの魔剣　３ ジョン・スティーブンス【著】,片岡　しのぶ【訳】
938.52381 エルフたちの午後 クリストファー・パオリーニ∥著//大嶌　双恵∥訳
938.952381 エルマーと１６ぴきのりゅう 風野　潮∥著//そらめ∥画
939.380952 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット∥著//わたなべ　しげお∥訳
939.809524 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット∥著//わたなべ　しげお∥訳
914/か/ エレック・レックス　２ ルース・スタイルス・ガネット∥著//わたなべ　しげお∥訳
954/ぶ/ エレベーターのふしぎなボタン ルース・スタイルス・ガネット∥著//わたなべ　しげお∥訳
891.666667 えんの松原 カザ・キングスレイ∥著//服部　千佳子，富原　まさ江∥訳
912/お/ エンバー 加藤　直子,杉田　比呂美
934 オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ 伊藤　遊∥著//太田　大八∥画
934/し/ おうさまババール ジェニー・デュープロ∥著//松本　みどり∥訳

913/ま/６ おうじょさまとなかまたち ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//中村　妙子∥訳

913/ま/７ おうじょさまとなかまたち ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
913/ま/８ オー・スッパ アローナ・フランケル∥著//もたい　なつう∥訳
913/ま/９ おーいぽぽんた俳句・短歌鑑賞 アローナ・フランケル∥著//もたい　なつう∥訳
913/ま/１０ オオカミ族の少年 越野　民雄∥著//高畠　純∥画
924.824561 おおきな木 大岡　信【著】
923.880702 オーバーロード　６～１０ ミシェル・ペイヴァー∥著//さくま　ゆみこ∥訳//酒井　駒子∥画
922.936842 オーブンの中のオウム 丸山　くがね【著】,ｓｏ‐ｂｉｎ
921.992982 オーラフとサンタクロース、海底にプレゼントをはこぶ 丸山　くがね【著】,ｓｏ‐ｂｉｎ
917.273684 おかしな家族 ヴィクター・マルティネス∥著//さくま　ゆみこ∥訳
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916.329825 おかしな人間の夢 フォルカー・クリーゲル∥著//三浦　美紀子∥訳
915.385965 おくのほそ道 ジャン・コクトー∥著//高橋　洋一∥訳
914.442105 おくのほそ道の旅 ドストエフスキー∥著//太田　正一∥訳
913.498246 おさるのジョージうみへいく 松尾　芭蕉∥著//齋藤　孝∥編//中谷　靖彦∥画
912.554386 おさるのジョージえいがをみる 萩原　恭男，杉田　美登∥著
911.610526 おさるのジョージききゅうにのる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
910.666667 おさるのジョージキャンプにいく Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
909.722807 おさるのジョージこいぬをかう Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
908.778947 おさるのジョージスキーをする Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
907.835088 おさるのジョージダンプカーにのる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
950/お/ おさるのジョージチョコレートこうじょうへいく Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
973 おさるのジョージどうぶつえんへいく Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
993 おさるのジョージパレードにでる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//福本　友美子∥訳
950/す/ おさるのジョージパンケーキをつくる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
946.333333 おさるのジョージゆめをみる Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
956.333333 おじいちゃんが、わすれても… Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
966.333333 おじいちゃんがおばけになったわけ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ∥原著//渡辺　茂男∥訳
914/み/ おじいちゃんのカメラ 大塚　篤子∥著//こころ　美保子∥画
953 おじいちゃんの休暇 キム・フォップス・オーカソン,エヴァ・エリクソン,菱木　晃子【訳】
973 おじいちゃんの口笛 パトリシア・マクラクラン∥著//掛川　恭子∥訳
934/え/ おしゃべりな五線譜 イヴォン・モーフレ∥著//末松　氷海子∥訳
904.6 おしゃべりな手紙たち ウルフ・スタルク,アンナ・ヘグルンド,菱木　晃子【訳】
898 オズの魔法使い 香谷　美季∥著
891.4 おそろし ポーラ・ダンジガー，アン　Ｍ．マーティン∥著//宇佐川　晶子∥訳
884.8 オチケン！ バウム∥著//守屋　陽一∥訳
878.2 おぢさん 宮部　みゆき【著】
914/よ/ オックスフォード物語 大倉　崇裕∥著
950 オットーと空飛ぶふたご レイモンド・ブリッグズ∥著//林　望∥訳
967 おとうさんのちず ジリアン・エイブリー【著】,神宮　輝夫【訳】,杉田　比呂美【画】
914/み/ おとうさんの庭 シャルロット・ハプティー∥著//石田　文子∥訳
914 おとぎの国の郵便切手 ユリ・シュルヴィッツ∥著//さくま　ゆみこ∥訳

914/お/ おとなになる旅
ポール・フライシュマン∥著//バグラム・イバトゥリーン∥画//藤本
朝巳∥訳

963 おとなになれなかった弟たちに 安野　光雅∥著
988 おどる人形 米倉　斉加年【著】
914/よ/ おなやみ相談部 米倉　斉加年∥著
913 おのぞみの結末 ドイル∥著//亀山　龍樹∥訳
913 おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ みうら　かれん【著】,十々夜
914/に/ おばあのものがたり 星　新一∥著//和田　誠∥画
914/あ/ おばけ桃が行く 緒川　さよ,久永　フミノ
914/お/ おはなしだいすき つかさ　おさむ∥著

932.811966 オババの森の木登り探偵 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

933.69536 オフェーリアの物語 与田　凖一【編】
934.578755 おまじない 山田　正紀∥著
935.462149 おもかげ 山田　正紀∥著
936.345543 おもしろい話が読みたい！　ラブリー編 西　加奈子【著】
937.228938 おもしろくても理科 浅田　次郎【著】
938.112332 おもしろ落語図書館　その１～１０ あさの　あつこ,越水　利江子,小林　深雪,服部　千春,令丈　ヒロ子
938.995726 おもひでぽろぽろ 三遊亭　圓窓∥著
939.879121 おやすみなさいトムさん 三遊亭　圓窓∥著
940.762515 おやすみなさいトムさん 岡本　螢，刀根　夕子∥原著
952.246642 オリーヴの小道で ミシェル・マゴリアン∥著//中村　妙子∥訳
953.130037 オリーブの海 ミシェル・マゴリアン∥著//中村　妙子∥訳
954.013431 オリエント急行殺人事件 今江　祥智∥著//宇野　亜喜良∥画
954.896825 おりの中の秘密 ケヴィン・ヘンクス∥著//代田　亜香子∥訳
955.78022 オリビア アガサ・クリスティ∥著//神鳥　統夫∥訳
914/さ/ オリビア…ときえたにんぎょう ジーン・ウィリス∥著//千葉　茂樹∥訳
972 オリビアクリスマスのおてつだい イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
985.8 オリビアサーカスをすくう イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
999.6 オリビアバンドをくむ イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
1013.4 おれたちの別れ イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
914/く/ おれのおばさん イアン・ファルコナー∥著//谷川　俊太郎∥訳
915 オレンジソース 浜野　卓也∥著
913/あ/４ オレンジ党と黒い釜 佐川　光晴【著】
913/あ/５ おろかなカエル 魚住　直子∥著//西田　多希∥画
913/あ/６ オワタンノーク・ホテル 天沢　退二郎∥著
913 オン・ザ・ライン イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
913 おんぶにだっこ マイヤ・ウィリアムズ∥著//遠藤　由香里∥訳
913 オンライン！　〔２〕 朽木　祥【著】
913/む/３ オンライン！　４ さくら　ももこ∥著
913/む/４ オンライン！　５ 雨蛙ミドリ,大塚　真一郎
914/お/ お化け屋敷レストラン 雨蛙ミドリ,大塚　真一郎
914/す/ お伽草紙 雨蛙ミドリ,大塚　真一郎
899.666667 お助け・三丁目が戦争です 松谷　みよ子∥編
889.666667 お任せ！数学屋さん　〔２〕 太宰　治∥著//スズキ　コージ∥画
879.666667 お任せ！数学屋さん　３ 筒井　康隆∥著
914/か/ お母ちゃんお母ちゃーんむかえにきて 向井　湘吾
937.266667 か「」く「」し「」ご「」と「 向井　湘吾
938.842424 カーズ３ 奥田　継夫【著】,梶山　俊夫【画】
940.418182 かあちゃん 住野　よる【著】



番号 作品名 著者名

９　文学

941.993939 ガール！ガール！ガールズ！ アイリーン・トリンブル∥著//橘高　弓枝∥訳
943.569697 ガールズ・ステップ 重松　清∥著
945.145455 ガールズ・ブルー 宮下　恵茉∥著
946.721212 ガールズ・ブルー　３ 宇山　佳佑,江頭　美智留,影山　由美【著】
948.29697 ガールズアウトレイト あさの　あつこ∥著
949.872727 ガールズアンダープレッシャー あさの　あつこ∥著
951.448485 ガールズインティアーズ ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
914/み/ ガールズインラブ ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
919.666667 ガイコツになりたかったぼく ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
919.666667 かいぶつトロルのまほうのおしろ ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
919.666667 カイロ・ジム　２ ウルフ・スタルク∥著//菱木　晃子∥訳//はた　こうしろう∥画
934/う/ カイロ団長 たなか　鮎子∥著
914/つ/ カウントダウンノベルズ ジェフリー・マクスキミング∥著//貴美島　紀∥訳
914 カエルになったお姫様 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
906/ま/ カカオ８１％の夏 豊島　ミホ∥著
901/ま/ かかし Ｅ．Ｄ．ベイカー∥著//務台　夏子∥訳
912 かがみの孤城 永井　するみ∥著
913/じ/１ かかみ野の風 ロバート・ウェストール【著】,金原　瑞人【訳】
913/じ/２ かがやく先輩からのメッセージ 辻村　深月【著】
913/じ/３ かがやけ木と草 赤座　憲久∥著
913/じ/４ カキフライが無いなら来なかった 松田亜子　編者
913/じ/５ カゲロウデイズ１～８ まど　みちお【著】
913/じ/７ カスピアン王子のつのぶえ じん（自然の敵Ｐ）【著】
913/じ/８ カチューシャ Ｃ．Ｓ．ルイス∥著//瀬田　貞二∥訳
913/じ/６ カッコウの卵は誰のもの Ｃ．Ｓ．ルイス∥著//瀬田　貞二∥訳
906.333333 ガッチャ！ 野中　ともそ∥著
933 かっちん 東野　圭吾【著】
933 カナリーズ・ソング ジョーダン・ソーネンブリック∥著//池内　恵∥訳
933 カニグズバーグ作品集　１０～１８ ジェニファー・アームストロング∥著//金原　瑞人，石田　文子∥訳
933 かはたれ カニグズバーグ∥著//小島　希里∥訳
933 カフーを待ちわびて カニグズバーグ∥著//小島　希里∥訳
933 カフェかもめ亭 朽木　祥,山内　ふじ江【画】
933 カフェかもめ亭　猫たちのいる時間 原田　マハ【著】
914/き/ かべにプリンをうちつけろ 村山　早紀
914/く/ かまいたち 村山　早紀
934/が/ カミングアウト クリスティーネ・ネストリンガー∥著//平野　卿子∥訳
939 ガムボールマシーン 宮部　みゆき∥著
945 かめくんのこと 島田　和子∥著
951 かもめ高校バドミントン部の混乱 美嘉【著】
957 カラヴァル 北野　勇作【著】,森川　弘子【画】
963 がらくた 朽葉屋　周太郎【著】
913/う/１－０ガラスのうさぎ　新版 ステファニー・ガーバー【著】,西本　かおる【訳】
913/う/１－１ガラスのうさぎ　新版 江國　香織∥著
917.914286 ガラスの家族 高木　敏子∥著
915.378571 ガラスの大エレベーター 高木　敏子∥著
912.842857 カラダ探し　〔第２夜〕下 キャサリン・パターソン∥著//岡本　浜江∥訳

910.307143 カラダ探し　〔第２夜〕上 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

907.771429 カラフル ウェルザード【著】
905.235714 カラフルな闇 ウェルザード【著】
902.7 カラマーゾフの兄弟　１ 森　絵都∥著
900.164286 カラマーゾフの兄弟　２ まはら　三桃∥著
897.628571 カラマーゾフの兄弟　４ ドストエフスキー∥著//亀山　郁夫∥訳
895.092857 カラマーゾフの兄弟　６　エピローグ別巻 ドストエフスキー∥著//亀山　郁夫∥訳
892.557143 ガリヴァー旅行記 ドストエフスキー∥著//亀山　郁夫∥訳
890.021429 ガリヴァー旅行記　ヴィジュアル版 ドストエフスキー∥著//亀山　郁夫∥訳
887.485714 ガリレオの苦悩 スウィフト∥著//中野　好夫∥訳

884.95 カルアシ・チミーのおはなし　新装版 ジョナサン・スウィフト∥原著//クリス・リデル∥画//原田　範行∥訳

882.414286 かわいそうなぞう 東野　圭吾∥著
914/し/ カワセミの森で ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
893 かんがえる 土家　由岐雄∥著//武部　本一郎∥画
873 カンガとルー森にくる 芦原　すなお∥著
914/よ/ カンガとルー森にくる まど　みちお∥著
914 かんからさんしん物語 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
934/い/ ガンジス・レッド、悪魔の手と呼ばれしもの Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
925.321429 カンニング 嶋　津与志【著】
925.97619 がんばっ！卓球部 ディーン・ヴィンセント・カーター∥著//原田　勝∥訳
926.630952 ガンバとカワウソの冒険 竹内　日出男∥著
927.285714 ガンプ 横沢　彰,小松　良佳
927.940476 ガンプ 斎藤　惇夫∥著
928.595238 きいちゃん エヴァ・イボットソン【著】,三辺　律子【訳】
929.25 きいちゃん エヴァ・イボットソン∥著//三辺　律子∥訳
929.904762 きいちゃん 山元　加津子∥著//多田　順∥画
913/あ/ キーパー 山元　加津子∥著//多田　順∥画
913/あ/ キーパー 山元　加津子∥著//多田　順∥画
953 きいろの童話集 マル・ピート∥著//池　央耿∥訳
973 キキ・ストライクと謎の地下都市 マル・ピート∥著//池　央耿∥訳
914/よ/ キケン アンドルー・ラング∥編
913 キケン キルステン・ミラー∥著//三辺　律子∥訳
913 キサトア 有川　浩【著】



番号 作品名 著者名
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934/す/ キッズ・スタッフ 有川　浩
934 キッチン 小路　幸也∥著
934/す/ きっとどこかの空の下で ジョナサン・マーシュ∥著//芝原　三千代∥訳
934/ば/ キッドナップ・ツアー 吉本　ばなな
914 きっとみんなよろこぶよ 三輪　裕子∥著//川村　みづえ∥画
914/い/ キツネどんのおはなし　新装版 角田　光代∥著
913 きつねのとうさんごちそうとった ピーター・スピアー【著】,松川　真弓【訳】
913 キツネのはじめてのふゆ ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913 キツネ山の夏休み ピーター・スピアー【著】,松川　真弓【訳】
913/し/６ キップをなくして マリオン・デーン・バウアー,リチャード・ジョーンズ,横山　和江【訳】
913/し/７ キップをなくして 富安　陽子∥著
913/し/８ きのうの少年 池沢　夏樹
913/し/９ きのうの神さま 池澤　夏樹∥著
913/し/１０ キノの旅　６ 小森　真弓∥著
913 キノの旅　７ 西川　美和∥著
913 キノの旅　８ 時雨沢　恵一
914/こ/ キノの旅　９ 時雨沢　恵一
853 キノの旅　１０ 時雨沢　恵一
793 ぎぶそん 時雨沢　恵一
913/み/７ ぎぶそん 時雨沢　恵一
934 きみがいてよかった 伊藤　たかみ∥著
914/こ/ きみがくれたぼくの星空 伊藤　たかみ∥著
914 きみスキ 小林　深雪,牧村　久実【画】
914/な/ キミと、いつか。　〔７〕 ロレンツォ・リカルツィ∥著//泉　典子∥訳
931 きみといつか行く楽園 梨屋　アリエ∥著
931 きみの声を聞かせて 宮下　恵茉,染川　ゆかり
931 きみの友だち アダム・ラップ∥著//代田　亜香子∥訳
931 きみはいい子 小手鞠　るい【著】
931 キャプテン、らくにいこうぜ 重松　清∥著
914/ご/ キャプテン・ブルーベアの１３と１／３の人生　下 中脇　初枝【著】
933 キャプテン・ブルーベアの１３と１／３の人生　上 後藤　竜二∥著//杉浦　範茂∥画
933 キャプテン・ブルーベアの１３と１／３の人生　中 ヴァルター・メアス∥著//平野　卿子∥訳
914/し/ キャプテンがんばる ヴァルター・メアス∥著//平野　卿子∥訳
930 キャプテンはつらいぜ ヴァルター・メアス∥著//平野　卿子∥訳
931.8 キャンディ・フロス 後藤　竜二∥著//杉浦　範茂∥画
933.6 きょうりゅうが学校にやってきた 後藤　竜二【著】,杉浦　範茂【画】
935.4 きよしこ ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
937.2 ギョットちゃんの冒険 Ａ．フォーサイス∥著//熊谷　鉱司∥訳
914/お/ ぎょろ目のジェラルド 重松　清【著】
1016.38889 きらきら 阿川　佐和子∥著
1024.48889 きらきらがいっぱい アン・ファイン∥著//岡本　浜江∥訳
1032.58889 きらきらピンク シンシア・カドハタ∥著//代田　亜香子∥訳
1040.68889 キラキラ共和国 新美　亜希子∥著//岡　直∥画
1048.78889 キラメキ☆ライブハウス　３ ナン・グレゴリー∥著//リュック・メランソン∥画//灰島　かり∥訳
1056.88889 キリエル 小川　糸【著】
1064.98889 ギリシア・ローマ神話　下 牧野　節子∥著//沢音　千尋∥画
1073.08889 ギリシア神話オリュンポスの書 Ａ．Ｍ．ジェンキンス∥著//宮坂　宏美∥訳
1081.18889 ギリシア神話オリュンポスの書 トマス・ブルフィンチ∥著//野上　彌生子∥訳
914/や/ ギリシア神話トロイアの書 斉藤　洋∥著//佐竹　美保∥画
907.5 ギリシア神話トロイアの書 斉藤　洋∥著//佐竹　美保∥画
900.4 ギリシア神話ペルセウスの書 斉藤　洋∥著//佐竹　美保∥画
893.3 ギリシア神話ペルセウスの書 斉藤　洋∥著//佐竹　美保∥画
886.2 キリン 斉藤　洋∥著//佐竹　美保∥画
914/ふ/ キリンと暮らすクジラと眠る 斉藤　洋∥著//佐竹　美保∥画
914 きんじょのきんぎょ 山田　悠介
914/み/ グールド魚類画帖 アクセル・ハッケ∥著//那須田　淳，木本　栄∥訳
914/な/ クォンタム・ファミリーズ 内田　麟太郎∥著//長野　ヒデ子∥画
1013 クサヨミ リチャード・フラナガン∥著//渡辺　佐智江∥訳
1063 クジラと少年の海 東　浩紀∥著
914/よ/ グスコーブドリの伝記 藤田　雅矢【著】,中川　悠京【画】
913 くちびるに歌を 小島　曠太郎∥著
913 グッド・バイ 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
913 グッドラック 中田　永一【著】
934/ぼ/ クドリャフカの順番 太宰　治∥著

927 クビキリサイクル
アレックス・ロビラ，フェルナンド・トリアス・デ・ベス∥著//田内　志文
∥訳

924 くまちゃん 米沢　穂信
934/い/ くまとやまねこ 西尾　維新∥著
924// くまのパディントン 角田　光代∥著
914/あ/ くまのプーさん 湯本　香樹実∥著//酒井　駒子∥画
914/い/ クマのプーさんの魔法の知恵 マイケル・ボンド,ペギー・フォートナム【画】,松岡　享子【訳】
913/も/０ クラーケンの島 Ａ．Ａ．ミルン∥原著//倉田　真木∥著
913/も/１ クライミーアサドリヴァー ジョン　Ｔ．ウィリアムズ∥著//小田島　則子∥訳
914 グラウンドの空 エヴァ・イボットソン【著】,三辺　律子【訳】
914/や/ グラスホッパー
928.714286 クラスメイツ　後期 あさの　あつこ【著】
928.985222 クラスメイツ　前期 伊坂　幸太郎
929.256158 クラスルーム 森　絵都【著】
929.527094 グラツィオーソ 森　絵都【著】
929.79803 グラデーション 折原　一∥著
930.068966 くらのかみ 山口　なお美【著】
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930.339901 グリーン・ノウの煙突 永井　するみ∥著
930.610837 グリーン・ノウの子どもたち 小野　不由美∥著

930.881773 グリーン・ノウの魔女
ルーシー　Ｍ．ボストン∥著//ピーター・ボストン∥画//亀井　俊介
∥訳

931.152709 クリスマス・キッス
ルーシー　Ｍ．ボストン∥著//ピーター・ボストン∥画//亀井　俊介
∥訳

931.423645 クリスマス・キャロル Ｌ．Ｍ．ボストン∥著//亀井　俊介∥訳
931.694581 クリスマス・キャロル Ｍ．Ｅ．ラブ∥著//西田　佳子∥訳//大滝　まみ∥画
931.965517 クリスマスの天使 ディケンズ∥著//脇　明子∥訳
932.236453 クリスマス殺人事件 チャールズ・ディケンズ∥著//吉田　新一∥訳
932.507389 グリックの冒険 アヴィ∥著//金原　瑞人∥訳//塩田　雅紀∥画
932.778325 ぐりとぐら Ｎ．ブレイク∥著//内田　庶∥訳
933.049261 ぐりとぐらとくるりくら 斎藤　惇夫∥著
933.320197 ぐりとぐらとくるりくら なかがわ　りえこ，おおむら　ゆりこ∥著
933.591133 ぐりとぐらの２ねんかん なかがわ　りえこ∥著//やまわき　ゆりこ∥画
933.862069 ぐりとぐらのえんそく なかがわ　りえこ∥著//やまわき　ゆりこ∥画
934.133005 ぐりとぐらのおおそうじ 中川　李枝子∥著//山脇　百合子∥画
934.403941 ぐりとぐらのかいすいよく 中川　李枝子，山脇　百合子∥著
934.674877 グリム童話集　４ 中川　李枝子∥著//山脇　百合子∥画
934.945813 グリム童話集　５ 中川　李枝子∥著//山脇　百合子∥画

935.216749 グリム童話集　６
ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥編
//相良　守峯∥訳

935.487685 くるくるコンパス
ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥編
//相良　守峯∥訳

935.758621 ぐるぐる猿と歌う鳥
ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥編
//相良　守峯∥訳

936.029557 グレイ・アーサー　２ 越谷　オサム∥著
933/き/ クレイジー・レディー！ 加納　朋子∥著
933/き/ クレージー・マギーの伝説 ルイーズ・アーノルド∥著//松本　美菜子∥訳//三木　謙次∥画

933/き/ グレーター・グッド
ジェイン・レズリー・コンリー∥著//尾崎　愛子∥訳//森脇　和則∥
画

933/き/ グレッグのダメ日記 ジェリー・スピネッリ∥著//菊島　伊久栄∥訳
933 グレッグのダメ日記　いちかばちか、やるしかないね！ エイミー・ショア・フェリス∥著//橋出　たより∥訳
933 グレッグのダメ日記　さすがに、へとへとだよ ジェフ・キニー∥著//中井　はるの∥訳
933 グレッグのダメ日記　にげだしたいよ！ ジェフ・キニー,中井　はるの【訳】
933 グレッグのダメ日記　やっぱり、むいてないよ！ ジェフ・キニー,中井　はるの【訳】
914/お/ グレッグのダメ日記あ～あ、どうしてこうなるの！？ ジェフ・キニー,中井　はるの【訳】
933/ぺ/２ グレッグのダメ日記なんとか、やっていくよ ジェフ・キニー,中井　はるの【訳】
914 グレッグのダメ日記もう、がまんできない！ ジェフ・キニー∥著//中井　はるの∥訳
913/や/１　３グロースターの仕たて屋　新装版 ジェフ・キニー∥著//中井　はるの∥訳
913/や/１ー２クローバー・レイン ジェフ・キニー∥著//中井　はるの∥訳
934/す/ クロニクル千古の闇　２ ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
939 ケイタイ電話レストラン 大崎　梢
938.454545 ゲート　２　下　接触編 ミシェル・ペイヴァー,さくま　ゆみこ【訳】,酒井　駒子【画】
937.909091 ゲート　２　上　接触編 松谷　みよ子∥編//たかい　よしかず∥画
937.363636 ケーレブとケート 柳内　たくみ【著】
936.818182 ケストナー少年文学全集　９から１６ 柳内　たくみ【著】
936.272727 ケストナー少年文学全集　別巻 エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
935.727273 ゲド戦記外伝 エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
935.181818 ケルベロスの肖像 エーリヒ・ケストナー∥著//高橋　健二∥訳
934.636364 ケンブリッジ・サーカス Ｕ．Ｋ．ル・グウィン∥著//清水　真砂子∥訳
933 コウタロウとぼく 海堂　尊【著】
933 ゴースト・ゴースト 柴田　元幸∥著
914/か/ ゴースト・ゴースト 綾瀬　学∥著//ヒロミチイト∥画
934 ゴーストアビー Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
923// ゴーストハウス Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
923// ゴーストハウス ロバート・ウェストール【著】,金原　瑞人【訳】
914/い/ コーヒーが冷めないうちに クリフ・マクニッシュ∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
932.821429 コーラムとセフィーの物語 クリフ・マクニッシュ∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
934.72619 コールツウアームズ 川口　俊和【著】
936.630952 ゴールデンスランバー マロリー・ブラックマン∥著//冨永　星∥訳
938.535714 ゴールデンスランバー 魯迅
940.440476 ゴールド・フィッシュ 伊坂幸太郎
942.345238 こすもすベーカリー物語 伊坂　幸太郎【著】
944.25 こちらゆかいな窓ふき会社 森　絵都∥著
946.154762 こちら地球防衛軍 日本児童文学者協会∥編//松本　春野∥画//木暮　正夫，他∥著

914/よ/ ゴッドハンガーの森
ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//清水　奈緒子∥
訳

910/こ/１９７７ことっとスタート さとう　まきこ∥著
910/こ/３９７２こども古典落語　４　うらめしやオバケ編 ディック・キング・スミス∥著//金原　瑞人∥訳

934 こねこのトムのおはなし　新装版 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

914/た/ このあとどうしちゃおう 小島　貞二∥著
915/な/ このライトノベルがすごい！　２０２３ ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
928 このライトノベルがすごい！　２０２８ ヨシタケ　シンスケ
928 この輝かしい日々 「このライトノベルがすごい！」編集部【編】
928 この国の空 『このライトノベルがすごい！』編集部【編】

928 この子を残して
ローラ・インガルス・ワイルダー∥著//足沢　良子∥訳//むかい　な
がまさ∥画

928 この風にトライ 高井　有一【著】
928 コブタと大こうずい 永井　隆【著】



番号 作品名 著者名

９　文学

928 コブタと大こうずい 上岡　伸雄∥著
928 コブタのおてがら Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
914/な/ コブタのおてがら Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
949.666667 こぶたのピグリン・ブランドのおはなし　新装版 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
960.666667 こぶたのロビンソンのおはなし　新装版 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
971.666667 コブタの気持ちもわかってよ ビアトリクス・ポター∥著//まさき　るりこ∥訳
934/あ/ こぶたものがたり ビアトリクス・ポター∥著//まさき　るりこ∥訳
933 ゴリラを描きたくて 小泉　吉宏∥著
933 コルドバをあとにして 中沢　晶子,ささめや　ゆき
914/い/ こわいい動物 阿部　知暁∥著
934 こわいよこわいよ ドリット・オルガッド∥著//樋口　範子∥訳
913/む/ こわいわるいうさぎのおはなし　新装版 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//灰島　かり∥訳
913/む/ こわれた腕環 ライザ・アレクサンダー【著】,トム・クーク【画】,せな　あいこ【訳】
913/む/ こんなにも優しい、世界の終わりかた ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913/む/ こんにちはアグネス先生 アーシュラ　Ｋ．ル・グィン∥著//清水　真砂子∥訳
913/む/ コンビニたそがれ堂 市川　拓司【著】
913/む/ コンビニたそがれ堂　奇跡の招待状 カークパトリック・ヒル∥著//宮木　陽子∥訳//朝倉　めぐみ∥画
913/む/ コンビニたそがれ堂　空の童話 村山　早紀
914/ひ/ コンビニたそがれ堂　祝福の庭 村山　早紀
898.333333 コンビニたそがれ堂　神無月のころ 村山　早紀
887.833333 コンビニたそがれ堂　星に願いを 村山　早紀
877.333333 コンビニ人間 村山　早紀
913/に/２００６コンビニ夢物語 村山　早紀
934 ザ・ギバー 村田　沙耶香【著】
914/し/ ザ・クイズショウ 姫井　由美子【著】
947.5 ザ・シアター　３集 ロイス・ローリー∥著//掛川　恭子∥訳
953.5 ザ・ベストミステリーズ　２００６ 及川　拓郎∥著
959.5 ザ・ロープメイカー伝説を継ぐ者 ザ・シアター編集委員会∥編
965.5 さあ、文学で戦争を止めよう 日本推理作家協会【編】,石田　衣良，他【著】,
934/ど/ サーカスの怪人 ピーター・ディッキンソン∥著//三辺　律子∥訳
931 サーカス物語 笙野　頼子【著】
931 サーカス物語 江戸川　乱歩∥著
931 サークル・オブ・マジック ミヒャエル・エンデ∥著//矢川　澄子∥訳
931 サークル・オブ・マジック邪悪の彫像／王様の劇場 ミヒャエル・エンデ∥著//矢川　澄子∥訳
931 サークル・オブ・マジック邪悪の彫像／王様の劇場 デブラ・ドイル，ジェイムズ　Ｄ．マクドナルド∥著//武者　圭子∥訳
913/お/３ さいごの戦い デブラ・ドイル，ジェイムズ　Ｄ．マクドナルド【著】,武者　圭子【訳】,
939 さいごの戦い デブラ・ドイル，ジェイムズ　Ｄ．マクドナルド∥著//武者　圭子∥訳
942 サイコバスターズ　２ Ｃ．Ｓ．ルイス∥著//瀬田　貞二∥訳
934/あ/ サイコブレイカー Ｃ．Ｓ．ルイス∥著//瀬田　貞二∥訳
912/び/ さいはての潮に叫ぶ 青樹　佑夜∥著
912.333333 さいはての島へ セバスチャン・フィツェック∥著//赤根　洋子∥訳
912.333333 サイボーグとして生きる 岡崎　ひでたか【著】,小林　豊【画】
912.333333 サイモンｖｓ人類平等化計画 アーシュラ　Ｋ．ル・グィン∥著//清水　真砂子∥訳
分類番号 さがしています マイケル・コロスト∥著//椿　正晴∥訳
985 さがしものが見つかりません！ ベッキー・アルバータリ,三辺　律子【訳】
1021 サキサキ アーサー・ビナード,岡倉　禎志【写真】
914/つ/ さぎ師たちの空 秋山　浩司∥著
914/き/ 作品名 穂村　弘∥編//高畠　那生∥画
913/は/ さくら、ひかる。 那須　正幹∥著
913/は/ サクランボたちの幸せの丘 著者名
913/は/ サクラ咲く 小森　香折∥著//木内　達朗∥画
913/は/ さざなみのよる アストリッド・リンドグレーン∥著//石井　登志子∥訳
913 サッカーボーイズ 辻村　深月【著】
903 サッカーボーイズ１６歳 木皿　泉【著】
893 サッカーボーイズ１７歳 はらだ　みずき
914/い/ サッカーボーイズ１８歳 はらだ　みずき
914/す/ サトウキビ畑のカニア はらだ　みずき
953 さとうきび畑の唄 はらだ　みずき

973 サフィーの天使
フレデリック・ピション∥著//ダニエル　遠藤みのり∥訳//内海　博
信∥画

914/よ/ サブマリン 遊川　和彦∥著
912/ま/ さよなら、田中さん ヒラリー・マッカイ∥著//冨永　星∥訳
913/に/３ さよならのプレゼント 伊坂　幸太郎【著】
913/に　/２ さよなら僕の夏 鈴木　るりか【著】
911.2 さよなら妖精 佐野　久子∥著//片山　若子∥画
909.581818 サラダ記念日 レイ・ブラッドベリ∥著//北山　克彦∥訳
907.963636 サラバ！　下 米沢　穂信【著】
906.345455 サラバ！上 俵　万智【著】
904.727273 サリーおばさんとの一週間 西　加奈子
903.109091 ザリガニ同盟 西　加奈子
901.490909 サリファツナミをのりこえて ポリー・ホーヴァス∥著//北條　文緒∥訳
899.872727 ザンジバルの贈り物 今村　葦子∥著
898.254545 サンタ・クルスへの長い旅 山本　斐子∥著//りえきのりえかきのえ∥画
896.636364 サンネンイチゴ マイケル・モーパーゴ∥著//フランソワ・プラス∥画//寺岡　襄∥訳
933/う/ し ミヒャエル・エンデ∥著//ささき　たづこ∥訳
933/う/ シアター！ 笹生　陽子∥著
949 シアター！　３ 原田　宗典∥著
953.8 しあわせラーメン、めしあがれ！ 有川　浩∥著
958.6 ジーヴズの事件簿　才智縦横の巻 有川　浩∥著
963.4 ジーヴズの事件簿　大胆不敵の巻 上條　さなえ∥著//下平　けーすけ∥画
914/は/ シーオグ（小妖精）の祈り Ｐ．Ｇ．ウッドハウス【著】,岩永　正勝【編訳】,小山　太一【編訳】
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934/し/ ジーキル博士とハイド氏 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス【著】,岩永　正勝【編訳】,小山　太一【編訳】
911/か/ シークレッツ ジェイムズ・ヘネガン∥著//佐々木　信雄∥訳
914/た/ シーラスとマッティ出会い スティーヴンスン∥著//海保　眞夫∥訳

918.714286 ジヴェルニーの食卓
ジャクリーン・ウィルソン∥著//小竹　由美子∥訳//ニック・シャラッ
ト∥画

916.571429 シェイクスピア物語集 セシル・ボトカー∥著//橘　要一郎∥訳
914.428571 ジェネラル・ルージュの伝説 原田　マハ【著】

912.285714 ジェノサイド
ウィリアム・シェイクスピア【原著】,ジェラルディン・マコックラン【著】,
金原　瑞人【訳】

910.142857 シェフィールドを発つ日 海堂　尊【著】
908 シェフィールドを発つ日 高野　和明【著】
905.857143 ジェリーの戦争 バーリー・ドハーティ∥著//中川　千尋∥訳
914/み/ ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし　新装版 バーリー・ドハーティ∥著//中川　千尋∥訳
914/さ/ ジキルとハイドあらわる！ ジェフリー・ヴィタレ∥著//佐藤　睦∥訳//花山　一美∥画
914/や/ ジキルとハイドあらわる！ ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
935.591362 ジキル博士とハイド氏 楠木　誠一郎∥著//来世・世乃∥画
935.703866 シグナルとシグナレス 楠木　誠一郎∥著//来世・世乃∥画
935.81637 じごくゆきっ スティーブンソン∥著//百々　佑利子∥訳
935.928873 しずかな日々 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
936.041377 しずく 桜庭　一樹【著】
936.153881 シスタースパイダー 椰月　美智子,またよし
936.266385 したかみ村の牧師さん 西　加奈子∥著
936.378889 シドニーの選択 エイドリアン・フォゲリン∥著//西本　かおる∥訳

936.491392 シについての冒険 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

936.603896 ジム・ボタンと１３人の海賊 マイケル・ド・ガズマン∥著//来住　道子∥訳//ささめや　ゆき∥画
936.7164 ジム・ボタンと１３人の海賊 北村　想∥著
936.828904 ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子∥訳
936.941407 ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子∥訳
937.053911 シムソンズ ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子∥訳
937.166415 シャーロック・ホウムズまだらのひも　新版 ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子∥訳
937.278919 シャーロック・ホームズ　　新装版１～１５ 森谷　雄∥著
937.391423 シャーロック・ホームズ全集　１～１４ コナン・ドイル∥著//中尾　明∥訳//岡本　正樹∥画
937.503926 シャーロットのおくりもの コナン・ドイル∥著//大村　美根子∥訳
937.61643 シャーロットのおくりもの コナン・ドイル∥著//青木　日出夫∥訳

937.728934 ジャック・デロシュの日記
Ｅ．Ｂ．ホワイト∥著//ガース・ウイリアムズ∥画//さくま　ゆみこ∥
訳

939.41649 ジャッコ・グリーンの伝説
Ｅ．Ｂ．ホワイト∥著//ガース・ウイリアムズ∥画//さくま　ゆみこ∥
訳

902.571429 ジャッコ・グリーンの伝説 ジャン・モラ∥著//横川　晶子∥訳
898.809524 シャトルバスにのって ジェラルディン・マコーリアン【著】,金原　瑞人【訳】
895.047619 しゃばけ ジェラルディン・マコーリアン∥著//金原　瑞人∥訳
891.285714 ジャンル・テーマ別英米児童文学 飯田　朋子∥著//菅野　由貴子∥画
887.52381 シュトルーデルを焼きながら 畠中　恵【著】
883.761905 シュトルーデルを焼きながら 吉田　新一【編著】
880 シュトルーデルを焼きながら ジョアン・ロックリン∥著//こだま　ともこ∥訳
876.238095 ジュニアのための万葉集　５ ジョアン・ロックリン∥著//こだま　ともこ∥訳
914/た/ ジュニアのための万葉集　６ ジョアン・ロックリン∥著//こだま　ともこ∥訳
926.333333 ジュニアのための万葉集　７ 根本　浩∥著
925.848485 ジュニアのための万葉集　８ 根本　浩∥著
925.363636 ショートショート・セレクション－猫の手 根本　浩∥著
924.878788 ショートショート診療所 根本　浩∥著
924.393939 ジョシュア・ファイル　７ 赤川　次郎∥著//赤木　かん子∥編
923.909091 ジョシュア・ファイル　８ 田丸　雅智【著】
923.424242 ジョシュア・ファイル　９ マリア　Ｇ．ハリス∥著//石随　じゅん∥訳
922.939394 ジョシュア・ファイル　１０ マリア　Ｇ．ハリス∥著//石随　じゅん∥訳
922.454545 ジョシュア・ファイル　１１ マリア　Ｇ．ハリス∥著//石随　じゅん∥訳
921.969697 ジョナさん マリア　Ｇ．ハリス∥著//石随　じゅん∥訳
913/さ/０ ジョンのふしぎなたび マリア　Ｇ．ハリス∥著//石随　じゅん∥訳
913/さ/１ シルクの花 片川　優子∥著
913/さ/２ シルバー湖のほとりで 葉　祥明∥著
914/も/ シルバー湖のほとりで キャロリン・マースデン∥著//代田　亜香子∥訳

913 シロガラス
ローラ・インガルス・ワイルダー∥著//足沢　良子∥訳//むかい　な
がまさ∥画

913 シロガラス 佐藤多佳子
913 しろくまちゃんのほっとけーき 佐藤多佳子
914/や/ シロとたけし 佐藤多佳子
954/ぺ/ しろばんば　下 わかやま　けん,森　比左志【著】,わだ　よしおみ【著】
914/ほ/ しろばんば　上 山本　典人∥著
914/え/ しんせかい 井上　靖∥著
950 シンデレラ 井上　靖∥著
914/や/ シンドバッドの冒険 山下　澄人【著】
933 シンメトリー ゾウイ・ルイス【著】,橘高　弓枝【訳】
933 すいかの匂い 斉藤　洋∥著//一徳∥画
933 すいがらとバラと 誉田　哲也【著】
914/ア/ スイッチを押すとき 江国　香織【著】
934/き/ スウィート・メモリーズ ヴィヴェッカ・レルン∥著//菱木　晃子∥訳
923.571429 スウィート・メモリーズ 山田　悠介
922.785714 スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー・ワーノック∥著//金原　瑞人∥訳
922 スウィートスウィートバスルーム ナタリー・キンシー・ワーノック∥著//金原　瑞人∥訳
921.214286 スカーレット ナタリー・キンシー・ワーノック∥著//金原　瑞人∥訳



番号 作品名 著者名

９　文学

920.428571 スカイ・メモリーズ 碧色　ボタン【著】
919.642857 スカイブレイカー キャシー・キャシディー【著】,もりうち　すみこ【訳】,大高　郁子【画】
918.857143 スカイラー通り２０番地 パット・ブリッソン∥著//谷口　由美子∥訳
914/み/ すき ケネス・オッペル∥著//原田　勝∥訳
934/う/ すき Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ∥著//金原　瑞人∥訳
914/き/ スキ・キス・スキ！ 谷川　俊太郎∥著//和田　誠∥画
905.285714 スキャット 谷川　俊太郎∥著//和田　誠∥画
902.892857 スコーレＮｏ．５ アレックス・シアラー∥著//田中　亜希子∥訳
900.5 スター・ウォーズエピソード５／新たなる希望 カール・ハイアセン∥著//千葉　茂樹∥訳
898.107143 スタートライン 宮下　奈都【著】

895.714286 スチュアートの大ぼうけん
ジョージ・ルーカス,ライダー・ウィンダム,ブライアン・ルード,駒田　文
子

893.321429 ズッコケ恐怖体験 喜多川　泰
890.928571 ズッコケ三人組の大研究　３ Ｅ．Ｂ．ホワイト∥著//さくま　ゆみこ∥訳
914/み/ ズッコケ中年三人組ａｇｅ４８ 那須　正幹∥著
906.333333 ズッコケ中年三人組ａｇｅ５１ 石井　直人，宮川　健郎∥編
896.333333 すてきな詩をどうぞ 那須　正幹∥著
886.333333 すてきな詩をどうぞ 那須　正幹∥著
914/お/ ステップファザー・ステップ 川崎　洋∥著
943.5 ストーンハート 川崎　洋∥著
948 ストローガール 宮部　みゆき
952.5 ストロベリーナイト チャーリー・フレッチャー∥著//大嶌　双恵∥訳
957 ストロベリーライフ ジャッキー・ケイ∥著//代田　亜香子∥訳
961.5 スナーク狩り 誉田　哲也∥著
934/ふ/ スパイガール　ｅｐｉｓｏｄｅ３ 荻原　浩【著】
933 すばらしきかな、人生！ 宮部　みゆき∥著
933 すばらしき父さん狐 アリー・カーター∥著//橋本　恵∥訳

914/や/ スピーク
ジミー・ホーキンズ∥著//ダグラス　Ｂ．ジョーンズ∥画//片岡　しの
ぶ∥訳

1045 スピニー通りの秘密の絵 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

1101 スピリットベアにふれた島 ローリー・ハルツ・アンダーソン∥著//金原　瑞人∥訳
914/さ/ スピリット島の少女 Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド【著】,千葉　茂樹【訳】
914.833333 スペース合宿へようこそ ベン・マイケルセン∥著//原田　勝∥訳
913.466667 すべての小さきもののために ルイーズ・アードリック∥著//宮木　陽子∥訳
912.1 ズラータの日記 山田　亜友美,末崎　茂樹
910.733333 ズルいです、先輩。 ウォーカー・ハミルトン∥著//北代　美和子∥訳
909.366667 ずるいねこのおはなし　新装版 ズラータ・フィリポヴィッチ∥著//相原　真理子∥訳
908 スローター 榊　あおい
906.633333 セーラー服と機関銃 ビアトリクス・ポター∥著//まさき　るりこ∥訳
905.266667 セカンドウィンド　３ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ∥著//橋本　恵∥訳//田口　智子∥画
903.9 セカンドウィンド　４ 赤川　次郎∥著//永田　智子∥画
914/み/ セシリ・パセリのわらべうた　新装版 川西　蘭∥著
913 セシルの魔法の友だち 川西　蘭∥著
913 ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 ビアトリクス・ポター∥著//なかがわ　りえこ∥訳
913 セロひきのゴーシュ ポール・ギャリコ∥著//野の　水生∥訳//太田　大八∥画
911/む/ セロ弾きのゴーシュ 辻村　深月∥著
954/ぶ/ セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治∥著
941 ソウ２－ＳＡＷ３ 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
952 ソウ－ＳＡＷ 宮沢　賢治∥原著
963 そうだ、村上さんに聞いてみよう 行川　渉∥著
913/か/１ ぞうのババール 行川　渉∥著
913/か/１０ ぞうのミミカキ 村上　春樹【著】
913/か/１１ ぞうをください ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
913/か/１２ ソーサレス：呪術師ペレネル まど　みちお∥著
913/か/１３ ソードアート・オンライン　１～１８ 鶴見　正夫∥著
913/か/１４ ソードアート・オンラインプログレッシブ　２ 川原　礫
913/か/１５ ソードハンド 川原　礫
913/か/１６ そこにいますか 川原　礫
913/か/１７ そこに僕はいた マーカス・セジウィック【著】,西田　登【訳】
934/く/ そして 穂村　弘∥編//西村　敏雄∥画
955 そして、だれも… 辻　仁成【著】
977 そして、だれも… 谷川　俊太郎,下田　昌克
914/や/ そして、バトンは渡された 星　新一∥著//和田　誠∥画
917 そして誰もいなくなった 星　新一∥著//和田　誠∥画
934/と/ そのへんを 瀬尾　まいこ【著】
914 その歌声は天にあふれる アガサ・クリスティー【著】,青木　久惠【訳】
913/み/４ その時までサヨナラ まど　みちお∥著//みや　こうせい∥写真
913/み/５ ソフィアの白いばら ジャミラ・ガヴィン∥著//野の　水生∥訳
913/み/６ ソフト 山田　悠介【著】
933.295238 ソムリエ 八百板　洋子∥著
934.07381 ソロモンの偽証　第４部 ルパート・トムソン【著】,雨海　弘美【訳】
934.852381 ソロモンの偽証　第５部 田辺　満∥著
935.630952 ソロモンの偽証　第６部 宮部　みゆき【著】
936.409524 ソロモン王の洞窟 宮部　みゆき【著】
937.188095 ダ・ヴィンチ・コード　下 宮部　みゆき【著】
937.966667 ダ・ヴィンチ・コード　上 横田　順彌∥著//ヘンリー・ライダー・ハガード∥原著

938.745238
ダ・ヴィンチ渾身本気で小説を書きたい人のためのガイド
ブック

ダン・ブラウン∥著//越前　敏弥∥訳

939.52381 ダークホルムの闇の君　下 ダン・ブラウン∥著//越前　敏弥∥訳
940.302381 ダークホルムの闇の君　上 ダ・ヴィンチ編集部∥編



番号 作品名 著者名

９　文学

941.080952 ターゲット ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//浅羽　莢子∥訳
941.859524 ダーティ・ドラゴン ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//浅羽　莢子∥訳
942.638095 ターニング・ポイント　１ 高谷　信之∥著
943.416667 ターニング・ポイント　１ キャロル・ヒューズ∥著//西本　かおる∥訳
944.195238 ターニング・ポイント　２ デイヴィッド・クラス∥著//金原　瑞人，西田　登∥訳
914/や/ ダールさんってどんな人？ デイヴィッド・クラス∥著//金原　瑞人，西田　登∥訳
935 タイガーと呼ばれた子 デイヴィッド・クラス∥著//金原　瑞人，西田　登∥訳

937.266667 ダイドーと父ちゃん
クリス・ポーリング∥著//スティーヴン・ガルビス∥画//灰島　かり
∥訳

939.533333 タイドプール トリイ・ヘイデン∥著//入江　真佐子∥訳
941.8 タイニーストーリーズ ジョーン・エイキン∥著//こだま　ともこ∥訳//パット・マリオット∥画
944.066667 タイの少女カティ 長江　優子∥著
946.333333 タイム★ダッシュ　４ 山田　詠美【著】
948.6 タイム★ダッシュ　５ ジェーン・ベヤジバ∥著//大谷　真弓∥訳//日置　由美子∥画
950.866667 タイム★ダッシュ　６ 藤咲　あゆな∥著//天海　うさぎ∥画
953.133333 タイムカプセル 藤咲　あゆな∥著//天海　うさぎ∥画
914/だ/ タイムカメラの秘密 藤咲　あゆな∥著//天海　うさぎ∥画
919 タイムマシン 折原　一∥著
914/く/ ダイヤモンド・ガールズ Ｔ．Ｈ．シャーレッド∥著//福島　正実∥訳
938 ダイヤモンド・ガールズ Ｈ．Ｇ．ウェルズ∥著//金原　瑞人∥訳
945.5 だから見るなといったのに ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳
953 たけしくん、ハイ！ ジャクリーン・ウィルソン∥著//尾高　薫∥訳

960.5 たそかれ
恩田　陸【著】,芦沢　央【著】,海猫沢　めろん【著】,織守　きょうや
【著】,さやか【著】,小林　泰三【著】,沢村　伊智【著】,前川　知大【著】,
北村　薫【著】

950/や/ ただいま、和菓子屋さん修業中！！ ビートたけし∥著
931/た/ たたりじゃレストラン 朽木　祥,山内　ふじ江【画】
945.4 タチコギ 加藤　純子∥著//あづま　笙子∥画
946.963636 ダニーは世界チャンピオン 松谷　みよ子∥編//かとう　くみこ∥画
948.527273 たのしいムーミン一家 三羽　省吾∥著

950.090909 たのしく読める英米青春小説 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

951.654545 たびびととクマ トーベ・ヤンソン,山室　静【訳】
953.218182 ダブル・ファンタジー 高田　賢一，中村　邦生【編著】,
954.781818 ダヤンとタシルの王子 イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
956.345455 ダヤンとわちふぃーるど物語　愛蔵版 村山　由佳∥著
957.909091 ダヤンと時の魔法 池田　あきこ∥著
959.472727 ダヤンと風こぞう 池田　あきこ∥著
953/お/５－０タラ・ダンカン　３下 池田　あきこ∥著
953/お/５－１タラ・ダンカン　３上 池田　あきこ∥著
953 タラ・ダンカン　４下 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン∥著//山本　知子∥訳
953 タラ・ダンカン　４上 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン∥著//山本　知子∥訳
953 タラ・ダンカン　６下 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン∥著//山本　知子∥訳
953 タラ・ダンカン　６上 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン∥著//山本　知子∥訳

913/か/ タラ・ダンカン　下
ソフィー・オドゥワン・マミコニアン【著】,山本　知子，加藤　かおり
【訳】,

913/か/ タラ・ダンカン　下
ソフィー・オドゥワン・マミコニアン【著】,山本　知子，加藤　かおり
【訳】,

933 タラ・ダンカン　上 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン∥著//山本　知子∥訳
933 タラ・ダンカン　上 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン∥著//山本　知子∥訳
933 だるまちゃんとかみなりちゃん ソフィー・オドゥワン・マミコニアン∥著//山本　知子∥訳
933 だるまちゃんとてんぐちゃん ソフィー・オドゥワン・マミコニアン∥著//山本　知子∥訳
933 ダルメシアン 加古　里子
933 だれも寝てはならぬ 加古　里子
933 だれも欲しがらなかったテディベア ドディー・スミス∥著//熊谷　鉱司∥訳
933 ダレン・シャン１～７ ガース・ニクス，他∥著//安次嶺　佳子，他∥訳
933 タンジブル Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ∥著//橋本　恵∥訳
933 たんじょうび　おめでとう Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ∥著//橋本　恵∥訳
933 ダンシング・ポリスマン 鯨井　可菜子【著】
933 ダンスのすきなジョセフィーヌ わかやま　けん,森　比左志,わだ　よしおみ
914/あ/ たんぽぽのお酒 Ｍ．Ｅ．ラブ∥著//西田　佳子∥訳//大滝　まみ∥画

934/ば/ タンポポ空地のツキノワ
ジャッキー・フレンチ∥著//ブルース・ホワットリー∥画//三原　泉∥
訳

898.714286 タンポポ空地のツキノワ レイ・ブラッドベリ∥著//北山　克彦∥訳
891.928571 だんまりレナーテと愛犬ルーファス あさの　あつこ∥著//長谷川　知子∥画
885.142857 チア男子！！ あさの　あつこ∥著//長谷川　知子∥画
878.357143 ちいさいおうち リブ・フローデ∥著//木村　由利子∥訳
871.571429 ちいさなちいさな王様 朝井　リョウ【著】
864.785714 ちいさな曲芸師バーナビー バージニア・リー・バートン【著】,石井　桃子【訳】
858 ちいさな天使とデンジャラス・パイ アクセル・ハッケ∥著//那須田　淳，木本　栄∥訳
934/ぶ/ チェスト！ バーバラ・クーニー∥著//末盛　千枝子∥訳
906.122807 チエちゃんと私 ジョーダン・ソーネンブリック∥著//池内　恵∥訳
904.898246 チェンジング 登坂　恵里香∥著
903.673684 ちびっこカムのぼうけん よしもと　ばなな∥著
902.449123 チビ虫マービンは天才画家！ 吉富　多美∥著
901.224561 チャーリーとの旅 神沢　利子∥著
900 チャーリーと真実のどくろ エリース・ブローチ【著】,ケリー・マーフィー【画】,伊藤　菜摘子【訳】
898.775439 チューリップ・タッチ ジョン・スタインベック∥著//竹内　真∥訳
897.550877 チョコレート・アンダーグラウンド ブルース・コウヴィル∥著//金原　瑞人，大谷　真弓∥訳
896.326316 チョコレートと青い空 アン・ファイン∥著//灰島　かり∥訳
895.101754 チョコレート工場の秘密 アレックス・シアラー∥著//金原　瑞人∥訳



番号 作品名 著者名

９　文学

893.877193 ちょっとだけ弟だった幸太のこと 堀米　薫∥著//小泉　るみ子∥画

892.652632 チリとチリリ ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

891.42807 チリとチリリうみのおはなし 東　多江子∥著//宮尾　和孝∥画
890.203509 チリとチリリはらっぱのおはなし どい　かや∥著
888.978947 チリとチリリまちのおはなし どい　かや∥著
887.754386 チリとチリリゆきのひのおはなし どい　かや∥著
886.529825 チリとチリリゆきのひのおはなし どい　かや∥著
885.305263 チルドレン どい　かや∥著
884.080702 チロヌップのきつね どい　かや∥著
914/お/ つうしんぼのない学校 伊坂　幸太郎∥著
912/ま/ つきのふね たかはし　ひろゆき∥著
914/み/ つくもがみ貸します おかもと　よしこ∥著
913 つくも神 森　絵都∥著
913 ツバキ文具店 畠中　恵∥著
914/え/ つぶつぶうた 伊藤　遊∥著//岡本　順∥画
933.933333 つぼみ 小川　糸【著】
932.684848 つまさきだちの季節 まど　みちお【著】
931.436364 つみきのいえ 宮下　奈都【著】
930.187879 つめたいよるに 折原　みと∥著
928.939394 つる 加藤　久仁生∥画//平田　研也∥著
927.690909 ツルのしかえし 江国　香織【著】
926.442424 ティーン・アイドル エリナー・コア∥著//エド・ヤング∥画//こだま　ともこ∥訳
925.193939 ティーン・パワーをよろしく　４ イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
923.945455 ティーン・パワーをよろしく　５ メグ・キャボット∥著//代田　亜香子∥訳
922.69697 ティーン・パワーをよろしく　６ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
913/た/１１ ティギーおばさんのおはなし　新装版 エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
913/た/１ ティッシュペーパー・ボーイ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
913/た/１０ ティナの明日 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913/た/２ ティモと沼の精 有吉　玉青∥著
913/た/３ デート・ア・ライブ１～１０ アントニオ・マルティネス・メンチェン∥著//宇野　和美∥訳
913/た/４ デート・ア・ライブ１３　五河ディザスター 橘　公司【著】
913/た/５ デセプション・ポイント　下 橘　公司【著】
913/た/６ デセプション・ポイント　上 橘　公司
913/た/７ てづくり魔女 ダン・ブラウン【著】,越前　敏弥【訳】
915.133333 てのひらの父 ダン・ブラウン【著】,越前　敏弥【訳】
915.333333 てのひら怪談 ルース・チュウ【著】,日当　陽子【訳】,たんじ　あきこ【画】
915.533333 てのひら怪談　３ 大沼　紀子∥著
915.733333 てのりゾウのパズー 加門　七海，他∥編//我妻　俊樹，他∥著
915.933333 てのりゾウのパズーお手をしてごらんよ 加門　七海，他∥編//クジラマク，他∥著
934/ろ/ てのりゾウのパズー走る走る走る 小泉　吉宏∥著
913/な/１ ではまた明日 小泉　吉宏∥著
913/な/１０ でもすきだよ、おばあちゃん 小泉　吉宏∥著
913/な/１１ デュラララ！！　×１～１３ 成田　良悟【著】
913/な/１３ でりばりぃＡｇｅ 成田　良悟【著】
913 デルトラ・クエスト　１～８ 成田　良悟∥著
913 デルトラ・クエスト２　１ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
929.719298 デルトラ・クエスト２　１ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
928.876181 デルトラ・クエスト２　２ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
928.755735 デルトラ・クエスト２　２ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
925.865047 デルトラ・クエスト２　３ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
925.744602 デルトラ・クエスト２　３ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
925.624157 デルトラ・クエスト３　５ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
925.503711 デルトラ・クエスト３　６ エミリー・ロッダ∥著//岡田　好惠∥訳
925.383266 デルトラ・クエスト３　７ エミリー・ロッダ∥著//上原　梓∥訳
925.262821 デルトラ・クエスト３　８ エミリー・ロッダ∥著//上原　梓∥訳
925.142375 デルトラ・クエストオフィシャルガイドブック エミリー・ロッダ∥著//上原　梓∥訳
913/か/１ デルトラの伝説 エミリー・ロッダ∥著//上原　梓∥訳
913/か/１０ テレジンの小さな画家たち 石崎　洋司∥編著
913/か/１１ テレジンの小さな画家たち エミリー・ロッダ∥著//マーク・マクブライド∥画//神戸　万知∥訳
913/か/１２ ドアーズ 野村　路子∥著
913/か/１３ とある魔術の禁書目録（インデックス）　１～２０ 野村　路子∥著
913/か/１４ トイ・ストーリー４ 鎌池　和馬
913/か/１５ トイちゃんとミーミーとナーナー 鎌池　和馬
913/か/１６ どうぶつたち ジャスミン・ジョーンズ【著】,倉田　真木【訳】
913/か/１７ トーマの心臓 どい　かや∥著//さかい　あいも∥画
933.452381 とおもったら… まど　みちお∥著//美智子∥訳//安野　光雅∥画
934/あ/ ドーン 森　博嗣∥著//萩尾　望都∥原著
933 どくとるマンボウ昆虫記 イエラ・マリ∥著//栗栖　カイ∥訳
933 どこかいいところ 平野　啓一郎∥著
933 どこからも彼方にある国 北　杜夫∥著
914/き/ どこへいったの、お月さま 高木　あきこ∥著//渡辺　洋二∥画
914 とざされた時間のかなた アーシュラ　Ｋ．ル・グィン∥著//中村　浩美∥訳
914/ま/ としょかんライオン フランク・アッシュ【著】,山口　文生【訳】

905.333333 どすこい（仮）
ミシェル・ヌードセン∥著//ケビン・ホークス∥画//福本　友美子∥
訳

901.30303 とっておきの笑いあります！
ミシェル・ヌードセン∥著//ケビン・ホークス∥画//福本　友美子∥
訳

897.272727 とっぴんぱらりの風太郎 京極　夏彦【著】
893.242424 どでかいワニの話 芥川　龍之介，他∥著
885.181818 トトの勇気 万城目　学【著】



番号 作品名 著者名

９　文学

881.151515 とどろく雷よ、私の叫びをきけ ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

877.121212 となりにいるのは、だれ？ ミルドレッド　Ｄ．テーラー∥著//小野　和子∥訳
873.090909 となりのウチナーンチュ Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
869.060606 となりのこども Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
914/い/ となりのせきのますだくん 早見　裕司∥著
913/す/４ となりのトトロ 岩瀬　成子∥著
913/す/６ トビウオのぼうやはびょうきです 武田　美穂∥著
966.333333 とべ！ひこうきかぜにのって 宮崎　駿∥原著
976.333333 どまんなか　４～６ いぬい　とみこ,津田　櫓冬
986.333333 トム・ソーヤーの冒険 須藤　靖貴【著】
914/こ/ トメック 須藤　靖貴【著】

931.857143 トモ、ぼくは元気です
ジャン・クロード・ムルルヴァ∥著//堀内　紅子∥訳//平澤　朋子∥
画

933.880952 ともしびマーケット
ジャン・クロード・ムルルヴァ∥著//堀内　紅子∥訳//平澤　朋子∥
画

939.952381 ともだち 香坂　直【著】
941.97619 ともだちは緑のにおい 朝倉　かすみ∥著
946.02381 トラーのあさごはん 武鹿　悦子∥著//いだ　ゆみ∥画
912/ど/ トラーのあさごはん 工藤　直子∥著//長　新太∥画
929 トラー木にのぼる Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
929 トライフル・トライアングル Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
929 ドラえもん短歌 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
929 ドラゴンラージャ　１～１２ 岡田　依世子∥著//うめだ　ゆみ∥画
929 ドラゴン株式会社 イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画
929 トラベリング・パンツ マーガレット・ワイス，トレイシー・ヒックマン【著】,安田　均【訳】,
929 トラベリング・パンツ 新城　カズマ【著】,アントンシク【画】
929 トラベリング・パンツジーンズ・フォーエバー アン・ブラッシェアーズ∥著//大嶌　双恵∥訳
901 トラベリング・パンツラストサマー アン・ブラッシェアーズ∥著//大嶌　双恵∥訳
897 トラム、光をまき散らしながら アン・ブラッシェアーズ∥著//大嶌　双恵∥訳
893 とりあえず、絵本について アン・ブラッシェアーズ∥著//大嶌　双恵∥訳
889 ドリーム・ギバー 名木田　恵子∥著
914/と/ ドリームバスター 五味　太郎【著】
914/か/ ドリームバスター　５ ロイス・ローリー∥著//西川　美樹∥訳
934/ろ/ ドリームバスター　６ 宮部　みゆき∥著
934.4 ドリームバスター　７ 宮部　みゆき∥著
934.4 とりかへばや物語 宮部　みゆき∥著
934.4 トリップ 宮部　みゆき∥著
934.4 ドリトル先生アフリカゆき 鈴木　裕子【編】
934.4 ドリトル先生アフリカゆき 角田　光代【著】
934.4 ドリトル先生と月からの使い ヒュー・ロフティング,井伏　鱒二【訳】
934.4 ドリトル先生と秘密の湖 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドリトル先生と緑のカナリア ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドリトル先生のキャラバン ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドリトル先生のサーカス ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドリトル先生の楽しい家 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドリトル先生の動物園 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドリトル先生の郵便局 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドリトル先生月から帰る ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドリトル先生月へゆく ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドリトル先生航海記 ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 とりの王さまえらび ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 とり残されて ロフティング∥著//井伏　鱒二∥訳
934.4 ドルイドの歌 イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
934.4 トレマリスの歌術師　４ 宮部　みゆき∥著
933/め/１－０トレマリスの歌術師　５ Ｏ．Ｒ．メリング∥著//井辻　朱美∥訳
933/め/１－１トレマリスの歌術師　６ ケイト・コンスタブル∥著//浅羽　莢子，小竹　由加里∥訳
933/め/２－０ドローセルマイアーの人形劇場 ケイト・コンスタブル∥著//小竹　由加里∥訳
933/め/２－１どろぼうの神さま ケイト・コンスタブル∥著//小竹　由加里∥訳
933/め/３－３トワイライト　２下 斉藤　洋∥著
933/め/３ー２トワイライト　２上 コルネーリア・フンケ∥著//細井　直子∥訳
933/め/４ー３トワイライト　３下 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
933/め/４－２トワイライト　３上 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
964 トワイライト　４下 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
914/み/ トワイライト　４上 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
913 トワイライト　５下 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
913 トワイライト　５上 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
914/な/ ドン・キホーテ　新版 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
933 どんぐりと山猫 ステファニー・メイヤー【著】,小原　亜美【訳】
933 とんとん拍子 セルバンテス∥著//牛島　信明∥編訳
933 とんとん拍子 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
933 どんなかんじかなあ 星　新一∥著//和田　誠∥画
914/か/ トンネル　下 星　新一∥著//和田　誠∥画
914/よ/ トンネル　上 中山　千夏,和田　誠

914 トンネルに消えた女の怖い話
ロデリック・ゴードン，ブライアン・ウィリアムズ∥著//堀江　里美∥
訳

913/か/２ トンネルに消えた女の怖い話
ロデリック・ゴードン，ブライアン・ウィリアムズ∥著//堀江　里美∥
訳

914/い/ トンネルの森１９４６
クリス・プリーストリー∥著//三辺　律子∥訳//デイヴィッド・ロバー
ツ∥画



番号 作品名 著者名
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934/さ/ どんまい！卓球部
クリス・プリーストリー∥著//三辺　律子∥訳//デイヴィッド・ロバー
ツ∥画

950 ナイチンゲールの沈黙 角野栄子
967 ナイチンゲールの沈黙　上 横沢　彰【著】,小松　良佳【画】
914/ひ/ ナイン 海堂　尊∥著
914 ナイン・ストーリーズ 海堂　尊【著】
914/ま/ ナガサキに翔ぶ 井上　ひさし
913/ひ/ ナゲキバト　新装改訂版 サリンジャー,野崎　孝【訳】
913/ひ/ ナゾカケ 山脇　あさ子∥著
913/ひ/ ナニワのＭＡＮＺＡＩプリンセス ラリー・バークダル∥著//片岡　しのぶ∥訳
913/ひ/ なみだの穴 ひなた　春花
934/あ/ ナミヤ雑貨店の奇跡(中国語） 荒井　寛子∥著//中島　みなみ∥画
914/い/ ナミヤ雑貨店の奇蹟 まはら　三桃
1069 なりたて中学生　初級編 東野圭吾
1147 なりたて中学生　中級編 東野　圭吾
912/ま/ なんでもパパといっしょだよ ひこ・田中【著】
912 においのカゴ ひこ・田中【著】
934/ろ/ にくまんどっち？ フランク・アッシュ【著】,山口　文生【訳】
942.6 にくをおとしたイヌ 石井　桃子
941.727273 にほんごにこにこ 苅田　澄子∥著//大庭　明子∥画
940.854545 にほんごにこにこ イソップ∥原著//赤坂　三好∥著
939.981818 ニミッツ・クラス まど　みちお【著】
939.109091 ニルスのふしぎな旅　１～４ まど　みちお∥著
938.236364 ニンジャ×ピラニア×ガリレオ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳
937.363636 ぬしさまへ ラーゲルレーヴ∥著//香川　鉄蔵，香川　節∥訳

936.490909 ヌチドタカラ
グレッグ・ライティック・スミス∥著//小田島　則子，小田島　恒志∥
訳

935.618182 ネイルはおまかせ！ 畠中　恵【著】
938.619048 ネクロマンサー：死霊術師ジョン・ディー 新垣　秀雄【著】
934/す/ ネシャン・サーガ　４ 加藤　純子∥著//一ノ　千陽∥画
899.666667 ネシャン・サーガ　５ マイケル・スコット∥著//橋本　恵∥訳
889.666667 ネシャン・サーガ　６ ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳
879.666667 ねずみくんのチョッキ　英語版 ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳
911/ね/４ ねずみとくじら ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳
911/ね/５ ねずみの騎士デスペローの物語 なかえ　よしを∥著//上野　紀子∥画//ジョン・ムーア∥訳
911/ね/６ ねずみ小僧六世 ウィリアム・スタイグ【著】,せた　ていじ【訳】

893/す/ ねずみ小僧六世
ケイト・ディカミロ∥著//ティモシー・バジル・エリング∥画//子安
亜弥∥訳

873/す/ ねんてん先生の俳句の学校　４～６ 星　新一∥著//和田　誠∥画
934 ノアのはこ船
911/く/６ のどかで懐かしい「少年倶楽部」の笑い話
911/く/７ のねずみチュウチュウおくさんのおはなし　新装版 ピーター・スピアー【画】,松川　真弓【訳】
911/く/８ のはらうた　６～１０ 杉山　亮【撰】
939.777778 ノベライズおとうと 工藤　直子【著】
941.711111 ノルウェーの昔話 工藤　直子∥著
943.644444 のろわれた山荘 山田　洋次，他∥著
945.577778 アスビョルンセン，モー∥編//大塚　勇三∥訳
934/さ/ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　６・７・９ Ｐ．マガー∥著//福島　正実∥訳
934 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　外伝 リック・リオーダン∥著//金原　瑞人，小林　みき∥訳
934/さ/ バージャック リック・リオーダン∥著//金原　瑞人，小林　みき∥訳
922.120879 バージャック－アウトローの掟 Ｓ．Ｆ．サイード【著】,金原　瑞人，相山　夏奏【訳】,
921.527473 バーティミアス Ｓ．Ｆ．サイード∥著//金原　瑞人，相山　夏奏∥訳
919.747253 バーティミアスゴーレムの眼 Ｓ．Ｆ．サイード【著】,金原　瑞人，相山　夏奏【訳】,
919.153846 バーティミアスソロモンの指輪　２　フェニックス編 ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
917.967033 バーティミアスソロモンの指輪　３　ヤモリ編 ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
917.373626 バーティミアスソロモンの指輪　４　スナネコ編 ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
916.78022 バーティミアスプトレマイオスの門 ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
916.186813 ハートボイス ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
915.593407 ハードル ジョナサン・ストラウド∥著//金原　瑞人，松山　美保∥訳
915 ハートレスガール 青木　和雄∥著
914.406593 ハーフ 青木　和雄∥著
914/い/ パーフェクト・ブルー マーサ・ブルックス∥著//もりうち　すみこ∥訳
929.666667 パーフェクトコピー 草野　たき∥著
919.666667 ハーメルンの笛吹きを追え！ 宮部　みゆき∥著
913/ほ/１０ ハーモニー アンドレアス・エシュバッハ∥著//山崎　恒裕∥訳
913/ほ/１１ パーラ　上下 ビル・リチャードソン∥著//代田　亜香子∥訳
913/ほ/１２ パイがふたつあったおはなし　新装版 ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳//佐竹　美保∥画
913/ほ/１３ ハイキュー！！ショーセツバン！！　１０ ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳//佐竹　美保∥画
913/ほ/１４ ハイキュー！！ショーセツバン！！　１１ ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913/ほ/１５ ハイキュー！！ショーセツバン！！　１２ 古舘　春一,星　希代子
913/ほ/１７ ハイキュー！！ショーセツバン！！　１３ 古舘　春一,星　希代子
913/ほ/１８ ハイキュー！！ショーセツバン！！　１４ 古舘　春一,星　希代子
933 ハイキュー！！ショーセツバン！！　１５ 古舘　春一,星　希代子
933 ハイキュー！！ショーセツバン！！　１６ 古舘　春一,星　希代子
934/な/ ハイキュー！！ショーセツバン！！　１７ 古舘　春一,星　希代子
913/い/１９ ハイキュー！！ショーセツバン！！　１８ 古舘　春一,星　希代子
913/い/２８ パイレーツ・オブ・カリビアン－生命の泉 古舘　春一,星　希代子
913/い/１０－３ハウルの動く城 古舘　春一,星　希代子
913/い/１２ バウンド ジェームズ・ポンティ∥著//橘高　弓枝∥訳
913/イ/１３ バカとテストと召喚獣　１９ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥原著//宮崎　駿∥著
913/い/１２－３バカとテストと召喚獣　２８ ドナ・ジョー・ナポリ【著】,金原　瑞人，小林　みき【訳】,



番号 作品名 著者名

９　文学

913/い/７ バカとテストと召喚獣　１０．６ 井上　堅二
913/い/８ バカとテストと召喚獣　１３ 井上　堅二【著】
913/い/９ バカとテストと召喚獣　１４ 井上　堅二【著】
913/い/１０ バカとテストと召喚獣　１２．６ 井上　堅二【著】
913/い/１１ バカとテストと召喚獣　７ 井上　堅二【著】
913/い/６－３バカとテストと召喚獣　８ 井上　堅二
913/い/７－３バカとテストと召喚獣　９ 井上　堅二
913/い/１０ バカとテストと召喚獣　１０ 井上　堅二
913/い/１１ バカとテストと召喚獣　１１ 井上　堅二
913/い/９－３バカとテストと召喚獣　６．６ 井上　堅二
913/い/３－３バカとテストと召喚獣　７．６ 井上　堅二
903/お/ バカとテストと召喚獣　９．６ 井上　堅二【著】
914/つ/ バカとテストと召喚獣３．６ 井上　堅二【著】
944 バカミスの世界 井上　堅二【著】
914/こ/ ハケンアニメ！ 井上　堅二
911 ハサウェイ・ジョウンズの恋 小山　正，バカミステリーズ【編】,
911 はじまりは花言葉 辻村深月
911 はじめてであう短歌の本　夏と秋の歌 カティア・ベーレンス∥著//鈴木　仁子∥訳
911 はじめてであう短歌の本　心の歌　３ 小林　深雪,牧村　久実【画】
911 はじめてであう短歌の本　心の歌　４ 桜井　信夫∥編著
911 はじめてであう短歌の本　冬と春の歌 桜井　信夫∥編著
914/た/ はじめてであう俳句の本　夏の句 桜井　信夫∥編著
914/こ/ はじめてであう俳句の本　秋の句 桜井　信夫∥編著
913 はじめてであう俳句の本　春の句 桜井　信夫∥編著
913 はじめてであう俳句の本　冬の句 桜井　信夫∥編著
913 ハジメテノオト 桜井　信夫∥編著
934/す/ はじめての日々 桜井　信夫∥編著
908/つ/２５ はじめての文学宮部みゆき 田部　智子
913/く/６ はじめての文学村上春樹 小林　深雪,牧村　久実【画】
913/く/７ はじめての文学村上龍 宮部　みゆき∥著
913/く/８ ばしゃでおつかいに 村上　春樹∥著
913/く/９ バスカビル家の犬 村上　龍∥著
913/く/１０ パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ６ ウィリアム・スタイグ【著】,せた　ていじ【訳】
913.324675 パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ７ 大沢　在昌【著】,アーサー・コナン・ドイル【原著】
913.372671 パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ８ 倉橋　燿子,久織　ちまき
913.420666 パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ９ 倉橋　燿子,久織　ちまき
913.468662 パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ１０ 倉橋　燿子,久織　ちまき
913.516657 バターサンドの夜 倉橋　燿子,久織　ちまき
913.564653 バッカーノ！１７０６ 倉橋　燿子,久織　ちまき
913.612648 ハックルベリィ・フィンの冒険 河合　二湖∥著
913.660644 バッテリー１～６ 成田　良悟∥著
913.708639 ハッピー☆アイスクリーム あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
913.756635 バディ あさの　あつこ∥著//佐藤　真紀子∥画
913.80463 パディントンの一周年記念 加藤　千恵【著】
913.852626 はてしない物語上下 Ｖ．Ｍ．ジョーンズ∥著//田中　亜希子∥訳
913/う/ ハテルマシキナ ミヒャエル・エンデ∥著//上田　真而子，佐藤　真利子∥訳
913/う/ はなちゃんのみそ汁 桜井　信夫∥著
914 はなとゆめ 桜井　信夫∥著
953/ぶ/ ハナミズキ　ジュニア版 安武　信吾,安武　千恵,安武　はな,魚戸　おさむ
953/ぶ/ ババールといたずらアルチュール 冲方　丁【著】
953/ぶ/ ババールとグリファトンきょうじゅ 吉田　紀子∥著
953/ぶ/ ババールとサンタクロース ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
953/ぶ/ ババールとりのしまへ ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
921.857143 ババールのこどもたち ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
921.714286 ババールのしんこんりょこう ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
921.571429 ババールのはくらんかい ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
921.428571 ババールのひっこし ジャン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
921.285714 はばたけ！ザーラ ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
921.142857 ハミダシ組！ ロラン・ド・ブリュノフ【著】,矢川　澄子【訳】
921 パラダイス・ロスト コリーネ・ナラニィ∥著//野坂　悦子∥訳
920.857143 パラドックス１４ 横沢　彰∥著//長野　ともこ∥画
933/ろ/５ パラレルワールド 柳　広司∥著
933/ろ/６ ばら色タイムカプセル 東野　圭吾∥著
933 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 小森　香折∥著//森友　典子∥画
933 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人（中国語） Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933 ハリー・ポッターと炎のゴブレッド上下 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933 ハリー・ポッターと賢者の石（中国語） Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933/ろ/１ ハリー・ポッターと死の秘宝　下 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
933/ろ/２ ハリー・ポッターと死の秘宝　上 Ｊ・Ｋ・ローリング
933 ハリー・ポッターと呪いの子 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】
933/ろ/２ ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】

933/ろ/２ ハリー・ポッターと謎のプリンス　上
Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,ジョン・ティファニー【著】,ジャック・ソーン【著】,
ジャック・ソーン,松岡　佑子【訳】

933/ろ/１ ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】
942.142857 ハリー・ポッターと秘密の部屋（中国語） Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
944.714286 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　下 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著//松岡　佑子∥訳
947.285714 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上 Ｊ・Ｋ・ローリング
949.857143 ハリスおばさんニューヨークへ行く Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】
955 ハル Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子【訳】
957.571429 ハル　３ ポール・ギャリコ∥著//亀山　龍樹∥訳



番号 作品名 著者名

９　文学

933/ま/７ ハルモニの風 クォン　デウォン∥著//Ｂａｒｕｎｓｏｎ∥画//蓮池　薫∥訳
912 ハロウィーンがやってきた クォン　デウォン∥著//Ｂａｒｕｎｓｏｎ∥画//蓮池　薫∥訳
911.833333 ハロウィーンの魔法 堀内　純子∥著
911.666667 ハンナ レイ・ブラッドベリ∥著//伊藤　典夫∥訳
911.5 バンパイア・ガールズ　ｎｏ．７ ルーマ・ゴッデン∥著//渡辺　南都子∥訳

911.333333 はんぴらり！　８
ジャン・クロード・ムルルヴァ∥著//堀内　紅子∥訳//平澤　朋子∥
画

911.166667 はんぴらり！　９～１４ シーナ・マーサー【著】,田中　亜希子【訳】
911 パンプルムース！ 廣嶋　玲子∥著//九猫　あざみ∥画
910.833333 ヒア・カムズ・ザ・サン 廣嶋　玲子∥著//九猫　あざみ∥画
914/あ/ ピアニシモ・ピアニシモ 江國　香織∥著//いわさき　ちひろ∥画
914 ヒート 有川　浩【著】
935 ビート・キッズ 辻　仁成∥著
912/こ/ ビート・キッズ　３ 堂場　瞬一【著】
913 ビーバー族のしるし 風野　潮∥著
913 ピエタ エリザベス・ジョージ・スピア∥著//こだま　ともこ∥訳
913 ぴかぴかコンパス エリザベス・ジョージ・スピア∥著//こだま　ともこ∥訳
913 ひかりのメリーゴーラウンド 大島　真寿美∥著
913 ひかりの季節に こやま　峰子【著】
913/り/１－１ひかる！　４・５・６ 田口　ランディ∥著
933 ひぐらしのなく頃に　第２話〔下〕 後藤　竜二∥著//スカイエマ∥画
933 ひぐらしのなく頃に　第２話〔上〕 後藤　竜二∥著//スカイエマ∥画
933/は/５ ひげのサムエルのおはなし　新装版 竜騎士０７【著】
933/は/６ ビッグＴと呼んでくれ 竜騎士０７【著】
949 ヒックとドラゴン　９～１６ ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
951.857143 ヒットラーのカナリヤ クレシッダ・コーウェル∥著//相良　倫子，陶浪　亜希∥訳
954.714286 ピッピ船にのる クレシッダ・コーウェル∥著//相良　倫子，陶浪　亜希∥訳
957.571429 ピッピ南の島へ サンディー・トクスヴィグ∥著//小野原　千鶴∥訳
960.428571 ヒトラーのはじめたゲーム リンドグレーン∥著//大塚　勇三∥訳
915.285714 ひとりの夜を短歌とあそぼう リンドグレーン∥著//大塚　勇三∥訳
913.571429 ひとりぼっちのエルフ アンドレア・ウォーレン【著】,林田　康一【訳】
911.857143 ひとりぼっちの教室 穂村　弘，他【著】,
910.142857 ひとり日和 シルヴァーナ・デ・マーリ∥著//荒瀬　ゆみこ∥訳
908.428571 ビバリーヒルズ高校白書 小林　深雪,戸森　しるこ,吉田　桃子,栗沢　まり
913/み/８ ビバリーヒルズ高校白書　４ 青山　七恵∥著
913/み/９ ビバリーヒルズ高校白書ＮＯ　ＳＥＣＲＥＴＳ ダレン・スター∥原著//原　真実，ＳＴＲＩＰＥ∥訳
913/み/１０ ひばりのいた町 ダレン・スター∥原著//原　真実∥訳
913/み/１１ ひばりのいた町 ダレン・スター∥原著//原　真実∥訳
913/み/１２ ビブリア古書堂の事件手帖　〔２〕 長崎　源之助∥著
913/み/１３ ビブリア古書堂の事件手帖　８～１３ 長崎　源之助∥著
913/み/１４ ヒマラヤに呼ばれて 三上　延
916/さ/ ひみつのカレーライス 三上　延
913 ヒミツのケータイデビュー さとう　まきこ【著】
913 ヒミツの子ねこ 井上　荒野∥著//田中　清代∥画
912.9 ビルマの竪琴 スー・ベントレー
909.8 ビロードのうさぎ カレン・ヘス∥著//伊藤　比呂美∥訳
906.7 ヒロシマ心の旅路 竹山　道雄∥著
903.6 ヒロシマ心の旅路 マージェリィ　Ｗ．ビアンコ∥原著//酒井　駒子∥画
939.428571 ピンクとグレー 児玉　辰春∥著
942.285714 ピンポンはねる 児玉　辰春∥著
945.142857 ピンポンはねる 加藤　シゲアキ【著】
948 ピンポンひかる 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
950.857143 ピンポン空へ 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
934/す/ ひん死の探偵 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
934 ファーガス・クレインと空飛ぶ鉄の馬 工藤　純子∥著//勝田　文∥画
914/よ/ ファイアー・クロニクル ドイル∥著//亀山　龍樹∥訳
933/ら/２ ファイアベリー ポール・スチュワート∥著//クリス・リデル∥画//唐沢　則幸∥訳
955.909091 ふぁいと！卓球部 ジョン・スティーブンス【著】,こだま　ともこ【訳】
958.818182 ファイト！木津西高校 Ｊ．Ｃ．マイケルズ∥著//小田島　則子，小田島　恒志∥訳
961.727273 ファオランの冒険　２ 横沢　彰,小松　良佳
964.636364 ファミリーツリー 本田　有明
967.545455 ファミリーポートレイト キャスリン・ラスキー【著】,中村　佐千江【訳】
970.454545 ファンタージエン愚者の王 小川　糸∥著
973.363636 ファンタージエン言の葉の君 ターニャ・キンケル∥著//遠山　明子∥訳
976.272727 ファンタージエン反逆の天使 ターニャ・キンケル∥著//遠山　明子∥訳
979.181818 ファンタージエン秘密の図書館 ペーター・デンプフ∥著//遠山　明子∥訳
932/ろ/ ファンタージエン忘れられた夢の都 ヴォルフラム・フライシュハウアー∥著//遠山　明子∥訳
932/ろ/
933 ファンタージエン忘れられた夢の都 ラルフ・イーザウ∥著//酒寄　進一∥訳
933 ファンタージエン夜の魂 ペーター・フロイント∥著//酒寄　進一∥訳
933 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 ペーター・フロイント∥著//酒寄　進一∥訳

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 ウルリケ・シュヴァイケルト∥著//酒寄　進一∥訳
933 フィッシュ Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子
933 プーあそびをはつめいする Ｊ．Ｋ．ローリング【著】,松岡　佑子
914/い/ プーあなにつまる，ふしぎなあしあと Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
994 フーガはユーガ Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
921.216216 フーさん引っ越しをする Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
921.004267 ブータンの朝日に夢をのせて 伊坂　幸太郎【著】
920.58037 プーのゾゾがり 木暮　正夫【著】
920.156472 プーのたのしいパーティー Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
919.944523 プーのはちみつとり Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
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919.732575 プーのほっきょくたんけん Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
919.308677 プーのほっきょくたんけん Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
918.88478 プールの底から魔女がよぶ Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
918.460882 フェイス Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳

918.248933 フェリックスとお金の秘密
怪談図書館編集委員会∥編//本橋　靖昭∥画//秋津　ミコ，他∥
著

918.036984 フェリックスと異界の伝説　４ ベンジャミン・ゼファニア∥著//金原　瑞人∥訳
917.825036 フェリックスと異界の伝説　５ ニコラウス・ピーパー∥著//天沼　春樹∥訳
917.613087 フェリックスと異界の伝説　６ エリザベス・ケイ∥著//片岡　しのぶ∥訳//佐竹　美保∥画
917.401138 フォーチュン・クエスト　９～１６ エリザベス・ケイ∥著//片岡　しのぶ∥訳//佐竹　美保∥画
917.189189 ブギーポップは笑わない 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
916.97724 フグは海に住む 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
916.765292 フクロウはだれの名を呼ぶ 上遠野　浩平∥著
916.553343 フクロのひっこし ジーン・クレイグヘッド・ジョージ∥著//千葉　茂樹∥訳
914.857752 ふしぎな笛ふき猫 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
914.645804 ふしぎの海のナディア　上下 Ａ．Ａ．ミルン∥著//Ｅ．Ｈ．シェパード∥画//石井　桃子∥訳
914.433855 フシギ症候群
913/ひ/２ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１～１０
913/ひ/４ フシギ伝染 広嶋　玲子,ｊｙａｊｙａ
913/ひ/５ ふたつの家のちえ子 広嶋　玲子,ｊｙａｊｙａ
913/ひ/７ ぶたのめいかしゅローランド 今村　葦子∥著
913/ひ/８ ふたり 今村　葦子∥著
914/よ/ ふたり　下 ウィリアム・スタイグ【著】,瀬田　貞二【訳】
915.857143 ふたり　上 赤川　次郎∥著
908.714286 ふたりのイーダ　新装版 赤川　次郎∥著//赤木　かん子∥編
905.142857 ふたりの距離の概算 赤川　次郎∥著//赤木　かん子∥編
901.571429 ふたりの星 松谷　みよ子∥著//司　修∥画
898 ふたりはいい勝負 米沢　穂信
894.428571 ぶな屋敷のなぞ ロイス・ローリー∥著//掛川　恭子，卜部　千恵子∥訳
914/ふ/ ぶな屋敷のなぞ レオポルド・ショヴォー∥著//出口　裕弘∥訳
914/ひ/ ふみ子の海 ドイル∥著//亀山　龍樹∥訳
893 フュージョン ドイル∥著//亀山　龍樹∥訳
873 フライ・ハイ 市川　信夫∥著
914/か/ フラダン 濱野　京子∥著
933/は/０ プラチナデータ ポーリン・フィスク∥著//代田　亜香子∥訳

933/は/１
ブラッカムの爆撃機，チャス・マッギルの幽霊，ぼくを作っ
たもの

古内　一絵

918.285714 ブラック・ジャックオペの順番　アニメ版 東野　圭吾【著】
916.678571 ブラックペアン１９８９ ロバート・ウェストール∥著//宮崎　駿∥編//金原　瑞人∥訳
915.071429 ブラックライト　下 手塚　治虫∥原著
913.464286 ブラックライト　上 海堂　尊【著】
911.857143 ブラッドベリがやってくる スティーヴン・ハンター【著】,公手　成幸【訳】
910.25 ブラッドベリはどこへゆく スティーヴン・ハンター【著】,公手　成幸【訳】
908.642857 プラネタリウム レイ・ブラッドベリ∥著//小川　高義∥訳
934/し/ プラネタリウムのあとで レイ・ブラッドベリ∥著//小川　高義∥訳
908 プラネット・キッドで待ってて 梨屋　アリエ∥著
908 プラムクリークの川辺で 梨屋　アリエ∥著

914/ひ/ ブランケット・キャッツ
ジェイン・レズリー・コンリー∥著//尾崎　愛子∥訳//おおの　麻里
∥画

933 フランケンシュタイン
ローラ・インガルス・ワイルダー∥著//足沢　良子∥訳//むかい　な
がまさ∥画

939 フランダースの犬 重松　清∥著
945 ブリキの太鼓 メアリー・シェリー,田内　志文【訳】
951 プリズム ウィーダ∥著//榊原　晃三∥訳
934/ぷ/ プリズン・トリック ギュンター・グラス∥著//池内　紀∥訳//池澤　夏樹∥編
883 フリッツと満月の夜 百田　尚樹【著】
853 フリッツと満月の夜 遠藤　武文∥著
913/み/３ プリンセス・プロジェクト 松尾　由美∥著
913/み/１ プリンセスと魔法のキス 松尾　由美∥著
913/み/２ ブループリント ケイト・ブライアン∥著//露久保　由美子∥訳
934/ぷ/ ふれあいを求めて アイリーン・トリンブル【著】,倉田　真木【訳】
914/み/ ブレイブ・ストーリー　上・中・下 シャルロッテ・ケルナー∥著//鈴木　仁子∥訳
934/ほ/ プレーンズ３ 宮部　みゆき
903 ブロードキャスト 宮部　みゆき
896.9 ブロード街の１３日間 スーザン・フランシス【著】,倉田　真木【訳】
890.8 フロプシーのこどもたち　新装版 湊　かなえ【著】
912/あ/ プロムナード デボラ・ホプキンソン
929 ぶんかいきょうだい ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
930.571429 ぷんとくちゃんのぼうし 道尾　秀介∥著
932.142857 ベイマックス 西平　あかね∥著
933.714286 へいわってすてきだね たしろ　ちさと∥著
935.285714 ヘヴンリープレイス アイリーン・トリンプル
936.857143 ペーターという名のオオカミ 安里　有生【著】,長谷川　義史【画】
934/ま/ ベストフレンズいつまでも！ 濱野　京子∥著//猫野　ぺすか∥画
914/み/ へそまがり昔ばなし 那須田　淳∥著

938.357143 ベック
ジャクリーン・ウィルソン∥著//ニック・シャラット∥画//尾高　薫∥
訳

937.880952 ぺったんぺったん白鳥がくる ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//灰島　かり∥訳
937.404762 ペッパー・ルーと死の天使 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ∥著//橋本　恵∥訳//田口　智子∥画
936.928571 ペテロの葬列 穂村　弘∥編//青山　明弘∥画
936.452381 ペニー・フロム・ヘブン ジェラルディン・マコックラン【著】,金原　瑞人【訳】,佐竹　美保【画】



番号 作品名 著者名

９　文学

935.97619 ヘラジカがふってきた！ 宮部　みゆき【著】

935.5
ヘラジカのオーラフが、サンタクロースと友だちになった
わけ

ジェニファー　Ｌ．ホルム∥著//もりうち　すみこ∥訳

935.02381 ベラスケスの十字の謎
アンドレアス・シュタインヘーフェル∥著//鈴木　仁子∥訳//ケルス
ティン・マイヤー∥画

914/ふ/ ペリー・Ｄの日記 フォルカー・クリーゲル∥著//三浦　美紀子∥訳
914/も/ ベルおばさんが消えた朝 エリアセル・カンシーノ∥著//宇野　和美∥訳
924 ペルシダ王国の恐怖 Ｌ．Ｊ．アドリントン∥著//菊池　由美∥訳
921 ベルリン１９２０ ルース・ホワイト∥著//光野　多恵子∥訳
918 ベルリンは晴れているか Ｅ．Ｒ．バローズ∥著//福島　正実∥訳
915 ペンギン・ハイウェイ クラウス・コルドン∥著//酒寄　進一∥訳
912 ベンジャミンバニーのおはなし　新装版 深緑　野分【著】
934/あ/ ヘンゼルとグレーテル 森見　登美彦
925 ヘンゼルとグレーテル ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳

925.571429 ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記
ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥原著
//小澤昔ばなし研究所∥著

926.142857 ヘンリー・ブラウンの誕生日
ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム∥原著
//小澤昔ばなし研究所∥著

926.714286 ホイッパーウィル川の伝説 宮沢　賢治∥著

927.285714 ほうかご探偵隊
エレン・レヴァイン∥著//カディール・ネルソン∥画//千葉　茂樹∥
訳

927.857143 ボーイ・キルズ・マン キャシー・アッペルト【著】,アリスン・マギー【著】,吉井　知代子【訳】
914/し/ ボーイ・キルズ・マン 倉知　淳∥著
930 ボーダー＆レス マット・ワイマン∥著//長友　恵子∥訳
927 ホーホケキョとなりの山田くん マット・ワイマン∥著//長友　恵子∥訳
917/お/ ホーミニ・リッジ学校の奇跡！ 藤代　泉∥著
913 ホームタウン いしい　ひさいち∥原著//高畑　勲∥著
913 ポーラー リチャード・ペック∥著//斎藤　倫子∥訳
914/は/ ポカホンタス 小路　幸也【著】
917/そ/ ぼく、このままでいい デイジー　Ｃ．Ｓ．スペドゥン∥著//河津　千代∥訳
914 ぼく、半分日本人 ジーナ・インゴリア∥著//橘高　弓枝∥訳
934/じ/ ぼくがバイオリンを弾く理由 小原　瑞穂【著】,ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ【画】
913/ま/１ ぼくがラーメンたべてるとき 中　繁彦∥著
913/ま/１０ ぼくが見た太平洋戦争 西村　すぐり∥著//スカイエマ∥画
913/ま/１１ ボクシング・デイ 長谷川　義史【著】
913/ま/１２ ぼくだけの山の家 宗田　理
913/ま/１３ ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１～１３ 樫崎　茜∥著
913/ま/２ ぼくと未来屋の夏 ユルゲン・バンシェルス【著】,若松　宣子【訳】
913/ま/３ ぼくの・稲荷山戦記 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥著//大友　香奈子∥訳
913/ま/４ ぼくの・稲荷山戦記 はやみね　かおる∥著
913/ま/５ ぼくのお姉さん たつみや　章∥著
925.571429 ぼくのつくった魔法のくすり 丘　修三∥著

924.809524 ぼくのニセモノをつくるには ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//宮下　嶺夫∥訳

924.047619 ぼくの手はきみのために ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//宮下　嶺夫∥訳

923.285714 ぼくの冬の旅 ヨシタケ　シンスケ
922.52381 ぼくの頭はどこだ 市川　拓司∥著
921.761905 ぼくの羊をさがして Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
921 ぼくはお城の王様だ Ｒ．Ｌ．スタイン∥著//津森　優子∥訳//照世∥画
920.238095 ぼくはジョシュア ヴァレリー・ハブズ∥著//片岡　しのぶ∥訳
914/な/ ぼくは地球の船長だ スーザン・ヒル∥著//幸田　敦子∥訳
913 ぼくは明日、昨日のきみとデートする ジャン・マイケル∥著//代田　亜香子∥訳
913 ぼくらが大人になる日まで 水上　不二∥著//水内　喜久雄∥編//村越　昭彦∥画
914/そ/ ぼくらのＣ計画 七月　隆文【著】
913 ぼくらのコブラ記念日 宗田　理∥著
913 ぼくらのデスマッチ 宗田　理∥著
913 ぼくらのマル秘学園祭 宗田　理
914/そ/ ぼくらのロストワールド 宗田　理∥著
913 ぼくらの危バイト作戦 宗田　理∥著
913 ぼくらの奇跡の七日間 宗田　理∥著
913 ぼくらの最終戦争 宗田　理∥著
913 ぼくらの七日間戦争 宗田　理∥著
913 ぼくらの修学旅行 宗田　理∥著
913 ぼくらの天使ゲーム 宗田　理∥著
913 ぼくらの秘島探険隊 宗田　理∥著
913 ぼくらの魔女戦記　２ 宗田　理∥著
934 ぼくらは小さな逃亡者 宗田　理∥著
914/ふ/ ポケットに名言を 宗田　理
912 ポケットの中の絆創膏 アレックス・シアラー∥著//奥野　節子，佐々木　ひとみ∥訳
911/ぽ/ ポケット詩集 寺山　修司
911/ぽ/ ポケット俳句歳時記 藤咲　あゆな
911/ぽ/ ポケット俳句歳時記 田中　和雄∥編
911/ぽ/ ポケット俳句歳時記　新装版
911/ぽ/ ホスピタルクラウン
911/ぽ/ ほたる館物語　４
911/ぽ/ ほたる館物語　５
911.5 ほたる館物語　６
923 ボッコちゃん
913 ポティラ
914/か/ ポテト・スープが大好きな猫 大棟　耕介∥著



番号 作品名 著者名

９　文学

914 ホテル・コンシェルジュ あさの　あつこ∥著//樹野　こずえ∥画
914/み/ ポトスライムの舟 あさの　あつこ∥著//樹野　こずえ∥画
910.333333 ポニーテールでいこう！ あさの　あつこ∥著//樹野　こずえ∥画
909.833333 ホビットの冒険　オリジナル版 星　新一【著】
909.333333 ポピュラー時代小説集　２　五味康祐集 コルネーリア・フンケ∥著//浅見　昇吾∥訳
908.833333 ポピュラー時代小説集　１１　田岡典夫集 テリー・ファリッシュ∥著//バリー・ルート∥画//村上　春樹∥訳
908.333333 ポピュラー時代小説集　１３　井上靖集 門井　慶喜【著】
907.833333 ポピュラー時代小説集　１４　久生十蘭集 津村　記久子∥著
907.333333 ポピュラー時代小説集　１５　富田常雄集 宮下　恵茉,カタノ　トモコ
906.833333 ポピュラー時代小説集　１６　司馬遼太郎集 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン∥著//瀬田　貞二∥訳
906.333333 ポピュラー時代小説集　３　海音寺潮五郎集 五味　康祐∥著
905.833333 ポピュラー時代小説集　４　柴田錬三郎集 田岡　典夫∥著
905.333333 ポピュラー時代小説集　５　山手樹一郎集 井上　靖∥著
904.833333 ポピュラー時代小説集　６　村上元三集 久生　十蘭∥著
904.333333 ポピュラー時代小説集　７　南條範夫集 富田　常雄∥著
903.833333 ポピュラー時代小説集　８　中山義秀集 司馬　遼太郎∥著
903.333333 ポピュラー時代小説集　９　今東光集 海音寺　潮五郎∥著
949/る/2-4 ポプラの秋 柴田　錬三郎∥著
933 ホラーバス　恐怖のウィルス　１（2期４） 山手　樹一郎∥著
930.818182 ホラーバス暗黒の世界　１（２期６） 村上　元三∥著
928.636364 ホラーバス暗黒の世界　２（２期７） 南條　範夫∥著
926.454545 ホラーバス恐怖のウイルス　２（２期５） 中山　義秀∥著
924.272727 ホラーバス呪いのバス旅行　１（２期２） 今　東光∥著
922.090909 ホラーバス呪いのバス旅行　２（２期３） 湯本　香樹実∥著
919.909091 ポリッセーナの冒険 パウル・ヴァン・ローン
917.727273 ホレイショー パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画
915.545455 ホワイト・ピーク・ファーム パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画
913.363636 ホワイト・ピーク・ファーム パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画
933/ま/０ ホワイト・ピーク・ファーム パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画
933/ま/１ ホワイトダークネス　下 パウル・ヴァン・ローン∥著//岩井　智子∥訳//浜野　史子∥画

914 ホワイトダークネス　上
ビアンカ・ピッツォルノ∥著//クェンティン・ブレイク∥画//長野　徹
∥訳

915/き/ ほんものの友情、現在進行中！ Ｂ．Ｇ．ポリコフ∥著//岡本　浜江∥訳
919.923077 ぼんやり生きてはもったいない バーリー・ドハーティ∥著//斎藤　倫子∥訳
919.846154 マイ・ライフ・ウィズ・Ｔシャツ バーリー・ドハーティ∥著//斎藤　倫子∥訳
919.769231 マイがいた夏 バーリー・ドハーティ∥著//斎藤　倫子∥訳
919.692308 マイスウィートソウル ジェラルディン・マコックラン【著】,木村　由利子【訳】
919.615385 まいなす ジェラルディン・マコックラン【著】,木村　由利子【訳】
919.538462 マイマイ新子 菊池　寛，他∥著
919.461538 マウス 岸本　葉子【著】
919.384615 マエストロ！ＭＯＮＮＡ探偵事務所 荒木　スミシ∥著
919.307692 マキとショウマ千年をとんだ少年陰陽師 マッツ・ヴォール∥著//菱木　晃子∥訳
919.230769 マザー・グースのうた　第４集 チョン　イヒョン∥著//清水　由希子∥訳
919.153846 マジカル・ドロップス 太田　忠司∥著
919.076923 マジシャン：魔術師ニコロ・マキャベリ 高樹　のぶ子∥著
919 ますだくんのランドセル 村田　沙耶香∥著
914/み/ まぜこぜシチュー 新庄　節美∥著//大庭　賢哉∥画
914/す/ また、キミに逢えたなら。 あおい　もも∥著//佐竹　美保∥画
934 また、同じ夢を見ていた 谷川　俊太郎∥訳//堀内　誠一∥画
914/ひ/ まちねずみジョニーのおはなし　新装版 風野　潮∥著
939.666667 マチネの終わりに マイケル・スコット∥著//橋本　恵∥訳
942.166667 マチルダばあや、ロンドンへ行く 武田　美穂∥著
944.666667 マチルダばあやといたずらきょうだい ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//灰島　かり∥訳
914/な/ マチルダは小さな大天才 ｍｉＮａｔｏ
933 まっ黒なおべんとう 住野　よる【著】
933 マディガンのファンタジア　下 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
933 マディガンのファンタジア　上 平野　啓一郎【著】

933 マディソン街の千一夜
クリスティアナ・ブランド∥著//エドワード・アーディゾーニ∥画//こ
だま　ともこ∥訳

914/か/ マデックの罠
クリスティアナ・ブランド∥著//エドワード・アーディゾーニ∥画//こ
だま　ともこ∥訳

933 マドンナ・ヴェルデ ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//宮下　嶺夫∥訳

934.6 まぶしさをだきしめて 児玉　辰春【著】,長澤　靖【画】
936.2 まほうのスープ マーガレット・マーヒー∥著//山田　順子∥訳//佐竹　美保∥画
937.8 まほうをかけられた舌 マーガレット・マーヒー∥著//山田　順子∥訳//佐竹　美保∥画
939.4 まぼろしの王都 オー・ヘンリー∥著//千葉　茂樹∥訳//和田　誠∥画
913/み/ まぼろしの犬 ロブ・ホワイト∥著//宮下　嶺夫∥訳
913/み/ まほろ駅前狂騒曲 海堂　尊【著】
934 まほろ駅前多田便利軒 折原　みと∥著
914/ま/ ママ、大変、うちにコヨーテがいるよ！ ミヒャエル・エンデ∥著//テイーノ∥訳//ささき　たづこ
914/あ/ ママお話きかせて　夏の巻 安房　直子∥著
973 ままならないから私とあなた エミーリ・ロサーレス∥著//木村　裕美∥訳

1003 ママはシングル
日本児童文学者協会∥編//北見　葉胡∥画//岡田　依世子，他∥
著

914/み/ ママは行ってしまった 三浦　しをん【著】
934/ふ/ マリヴロンと少女 三浦　しをん【著】
973 マリゴールドの願いごと エルモア・レナード∥著//高見　浩∥訳
1003 マリと子犬の物語
934/な/ マルカの長い旅 朝井　リョウ【著】
944 マルベリーボーイズ 遠藤　文子∥著



番号 作品名 著者名

９　文学

914/も/ マレクとマリア
クリストフ・ハイン∥著//松沢　あさか∥訳//ロートラウト・ズザンネ・
ベルナー∥画

934/ま/ マレスケの虹 〔宮沢　賢治,天沢　退二郎【監修】,萩原　昌好【監修】
911 マレフィセント ジェーン・フェリス
911 まんがで学習おぼえておきたい短歌１００ ひろはた　えりこ∥著//桑原　眞二，大野　一興∥原著
911 “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子 ミリヤム・プレスラー∥著//松永　美穂∥訳
911 “Ｉｔ”と呼ばれた子　３　ジュニア版 ドナ・ジョー・ナポリ【著】,相山　夏奏【訳】
911 〈カラス同盟〉事件簿 ヴァルトラウト・レーヴィン∥著//松沢　あさか∥訳
911 「ジンジャーとピクルズや」のおはなし　新装版 森川　成美
940.1 「ダ」ったらダールだ！ 萩原　昌好∥編著//山口　太一∥画
913/ま/ 「また、必ず会おう」と誰もが言った。 デイヴ・ペルザー【著】,田栗　美奈子【訳】
913/ま/ 「悩み部」の栄光と、その慢心。 デイヴ・ペルザー【著】,田栗　美奈子【訳】
913/ま/ 「悩み部」の結成と、その結末。 デイヴ・ペルザー∥著
920/か/ 「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 アレックス・シモンズ，ビル・マッケイ∥著//片岡　しのぶ∥訳
914/し/５ 「魔女の宅急便」展　魔女とお化け ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳

914/し/６ 〆切本　〔３〕
ロアルド・ダール∥著//ウェンディ・クーリング∥編//クェンティン・ブ
レイク∥画

967 〆切本　４ 喜多川　泰【著】
973 １００２の星のむこうに 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ
915/さ/ １０２パーセントレナ 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ
915 １００万回生きたねこ 麻希　一樹【著】,ｕｓｉ
915/さ/ １００万回生きたねこ 角野栄子
933 １０２万回生きたねこ（中国語） 左右社編集部【編】
933 １２月はたそがれの国 左右社編集部【編】
933 １３ヵ月と１３週と１３日と満月の夜 アネッテ・ブライ∥著//木本　栄∥訳

915/あ/ １３ヵ月と１３週と１３日と満月の夜
ステファン・ボーネン∥著//小橋　敦子，ヒルト・ファン・ブレーメン∥
訳

904 １５歳のシーズン 佐野　洋子【著】
901 １５歳の遺言 佐野　洋子∥著
915/じ/ １４７ｇの孤独 佐野洋子
920.666667 １４歳 レイ・ブラッドベリ∥著//宇野　利泰∥訳
920.666667 １４歳 アレックス・シアラー∥著//金原　瑞人∥訳
920.666667 １６歳。焼身自殺日記 アレックス・シアラー∥著//金原　瑞人∥訳
913/き/３ １６歳のノクターン あさの　あつこ【著】
913/き/４ １６歳の本棚　家族兄弟編 重田　さゆり∥著
913/き/５ １６歳の本棚　初恋友情編 伊岡　瞬∥著
885.6 １６歳の本棚　部活学園編 小林　深雪,みうら　かれん,安田　夏菜,如月　かずさ,市川　朔久子
880.5 １８歳。死ぬ前にしてみたいこと 千原ジュニア∥著
875.4 １９８３年熱い秋のノート ブレント・ラニアン∥著//小川　美紀∥訳
870.3 １９８３年熱い秋のノート さとう　まきこ∥著
915/い/ ３リットルの涙 北上　次郎【編】,梨木　香歩，他【著】,
913/か/５ ３週間の物語 北上　次郎【編】,石田　衣良，他【著】,
913/か/６ ２．４３　５ 北上　次郎【編】,角田　光代，他【著】,
913/か/ ２．４３　６ ジェニー・ダウンハム∥著//代田　亜香子∥訳
913/か/ ２．４３　代表決定戦編５ 中澤　晶子∥著
935 ２．４３　代表決定戦編６ 中澤　晶子∥著
913/に/１ ２２年後 木藤　亜也∥著
913/に/１０ ２１世紀版少年少女日本文学館　１ 日本児童文学者協会　編
913/に/１１ ２１世紀版少年少女日本文学館　１０ 壁井　ユカコ【著】
913/に/１２ ２１世紀版少年少女日本文学館　１１ 壁井　ユカコ【著】
913/に/１３ ２１世紀版少年少女日本文学館　１２ 壁井　ユカコ【著】
913/に/１４ ２１世紀版少年少女日本文学館　１３ 壁井　ユカコ【著】
913/に/１５ ２１世紀版少年少女日本文学館　１４ オー・ヘンリー∥著//千葉　茂樹∥訳//和田　誠∥画

913/に/１６ ２１世紀版少年少女日本文学館　１５
樋口　一葉【著】,森　鴎外【著】,小泉　八雲【著】,円地　文子【訳】,平
井　呈一【訳】

913/に/１７ ２１世紀版少年少女日本文学館　１６ 太宰　治【著】,井伏　鱒二【著】
913/に/１８ ２１世紀版少年少女日本文学館　１７ 壷井　栄【著】
913/に/１９ ２１世紀版少年少女日本文学館　１８ 小川　未明【著】,坪田　譲治【著】,浜田　広介【著】
913/に/２ ２１世紀版少年少女日本文学館　１９ 新美　南吉【著】,木下　順二【著】
913/に/２０ ２１世紀版少年少女日本文学館　２ 竹山　道雄【著】

913/に/３ ２１世紀版少年少女日本文学館　２０
山本　周五郎【著】,尾崎　一雄【著】,円地　文子【著】,中島　敦【著】,
木山　捷平【著】,永井　竜男【著】,原　民喜【著】

913/に/４ ２１世紀版少年少女日本文学館　３ 井上　靖【著】

913/に/５ ２１世紀版少年少女日本文学館　４
大岡　昇平【著】,梅崎　春生【著】,伊藤　整【著】,中野　重治【著】,佐
多　稲子【著】

913/に/６ ２１世紀版少年少女日本文学館　５
安岡　章太郎【著】,吉行　淳之介【著】,遠藤　周作【著】,阿川　弘之
【著】,小川　国夫【著】,北　杜夫【著】

913/に/７ ２１世紀版少年少女日本文学館　６
水上　勉【著】,曽野　綾子【著】,辻　邦生【著】,竹西　寛子【著】,開高
健【著】

913/に/８ ２１世紀版少年少女日本文学館　７ 夏目　漱石【著】
913/に/９ ２１世紀版少年少女日本文学館　８ 井上　ひさし【著】,野坂　昭如【著】,三浦　哲郎【著】,村上　春樹【著】
933 ２１世紀版少年少女日本文学館　９ 島崎　藤村【著】,国木田　独歩【著】,伊藤　左千夫【著】
933 ４ひきのわるいねずみのおはなし　新装版 谷崎　潤一郎【著】,鈴木　三重吉【著】,野上　弥生子【著】
915/み/ ３６丁目の奇跡 志賀　直哉【著】,武者小路　実篤【著】,有島　武郎【著】
913 ５日間の物語 芥川　竜之介【著】
913 ６ＴＥＥＮ 室生　犀星【著】,佐藤　春夫【著】,堀　辰雄【著】
913/も/ ５年５組リョウタ組 宮沢　賢治【著】
913/も/ ５秒後に意外な結末 川端　康成【著】,林　芙美子【著】
913/ご/ ５秒後に意外な結末 ビアトリクス・ポター∥著//いしい　ももこ∥訳
913/ご/ ７分で笑える！おバカで愉快な物語 ヴァレンタイン・デイヴィス∥著//片岡　しのぶ∥訳
913/ご/ ７分で読める！ひと駅ストーリー　夏の記憶西口編 日本児童文学者協会　編



番号 作品名 著者名

９　文学

913/ご/ ７分で読める！ひと駅ストーリー　夏の記憶東口編 石田　衣良∥著
913/ご/ ７分で読める！ひと駅ストーリー　降車編 石田　衣良∥著
908/ご/2 ７分で読める！怖いはなし 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
908/ご/1 ５分後に意外な結末 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
908/ご/5 ５分後に意外な結末 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
908/ご/３ ７分後に意外な結末 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
908/ご/４ ５分後に意外な結末　７ 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
908/ご/ ５分後に意外な結末　８ 『このミステリーがすごい！』編集部【編】
908/ご/ ５分後に意外な結末ｅｘ 『このミステリーがすごい！』編集部【編】,井上　雅彦
908/ご/ ５分後に意外な結末ｅｘ
908/ご/ ５分後に意外な結末ｅｘ
913/ご/ ５分後に意外な結末ｅｘ 川畑　勝　編集人
913/よ/２ ７分後に思わず涙。 川畑　勝　編集人
913/よ/３ ６６　下 川畑　勝　編集人
913 ６６　上 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
913 ７ｄａｙｓ　ｗｏｎｄｅｒ 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
915/な/ ７ｄａｙｓ　ｗｏｎｄｅｒ 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
845 ９人の名探偵 桃戸　ハル【編著】,ｕｓｉ
835 ８１５の謎 桃戸　ハル【編著】,田中　寛崇
825 １０つの物語 横山　秀夫【著】
815 ８分音符のプレリュード 横山　秀夫【著】
805 ９５番目のキミ 谷原　秋桜子，他∥著
915/き/ １０１のなみだ　波 谷原　秋桜子，他∥著

921.761905 １０１年の愛　ジュニア版
綾辻　行人,歌野　晶午,法月　綸太郎,有栖川　有栖,我孫子　武丸,
山口　雅也,麻耶　雄嵩,文芸第三出版部【編】

922.333333 ＡＢＣ モーリス・ルブラン∥原著//南　洋一郎∥著
923.47619 ＡＢＣＤＥＦＧ殺人事件 松本　祐子∥著
924.047619 ＡＢＣ殺人事件 松本　祐子∥著
924.619048 ａｉｒ 山田　悠介∥著

913/あ/２ Ａｌｌ　Ｓｍａｌｌ　Ｔｈｉｎｇｓ
リンダブックス編集部,編者　佐藤万里　野坂律子　田中孝博　美崎
理恵　竹之内響介　甲木千絵　佐川里江　源祥子　蛭田直美　美木
麻里　谷口雅美,執筆者

913/あ/３ Ａｎｏｔｈｅｒ　下 橋田　壽賀子∥著
915/い/ Ａｎｏｔｈｅｒ　上 市川　朔久子
894.190476 ＡＸ 鯨　統一郎∥著
892.285714 ＢＬＥＡＣＨ アガサ・クリスティ∥著//百々　佑利子∥訳

890.380952 Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ，Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｓｅｅ 名木田　恵子∥著

888.47619 Ｃｕｒｉｏｕｓ　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｆｌｉｅｓ　ａ　Ｋｉｔｅ 角田　光代∥著
886.571429 ＤＩＶＥ　１ 綾辻　行人【著】
884.666667 ＤＩＶＥ　１ 綾辻　行人【著】
882.761905 ＤＩＶＥ　２ 伊坂　幸太郎【著】
880.857143 ＤＩＶＥ　３ 久保　帯人，松原　真琴∥著
913/あ/７ ＤＩＶＥ　４ Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ，Ｊｒ．∥著//Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ∥画//ビル・マーチン∥著
913/あ/８ ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－　〔３ｓｔ　Ｓｅｔ〕 Ｈ．Ａ．Ｒｅｙ，Ｍａｒｇｒｅｔ　Ｒｅｙ，Ｈ．Ａ．レイ∥著
913/あ/９ ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－　４ｎｄ　Ｓｅｔ 森　絵都∥著
933 ＤＯＵＢＬＥＳ！！－ダブルス－　５ｒｄ　Ｓｅｔ 森　絵都∥著
933 ＥＧＲ３ 森　絵都∥著
913/あ/５ ＥＧＲ３ 森　絵都∥著
913/あ/６ Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ　〔５〕 森　絵都∥著
853 Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ　〔６〕 天沢　夏月
833 Ｇｏｌｄ　Ｒｕｓｈ！ぼくと相棒のすてきな冒険 天沢　夏月
915/に/ Ｈｉｇｈ　ａｎｄ　ｄｒｙ（はつ恋） 天沢　夏月
913 ｉ ヘレン・フォックス∥著//三辺　律子∥訳
913 ＩＮ ヘレン・フォックス∥著//三辺　律子∥訳

913
ＩＱ探偵タクトタクトＶＳムー！日本一の小学生探偵を探
せ！？　下

ｈａｌｙｏｓｙ,雨宮　ひとみ【著】

913
ＩＱ探偵タクトタクトＶＳムー！日本一の小学生探偵を探
せ！？　上

ｈａｌｙｏｓｙ,雨宮　ひとみ【著】

913 ＩＱ探偵タクトダンジョン小学校 シド・フライシュマン∥著//金原　瑞人，市川　由季子∥訳
913 ＩＱ探偵タクト季節はずれの幽霊騒動 よしもと　ばなな∥著
913 ＩＱ探偵タクト桜の記憶 西　加奈子【著】
913 ＩＱ探偵タクト未来と拓斗の神隠し 桐野　夏生∥著
913 ＩＱ探偵タクト密室小学校 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵ムーあの子は行方不明 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵ムーアリバイを探せ！ 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵ムーそして、彼女はやってきた。 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵ムーバカ田トリオのゆううつ 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵ムームーＶＳタクト！江戸の夜に猫が鳴く　下 深沢　美潮∥著//迎　夏生∥画
913 ＩＱ探偵ムームーＶＳタクト！江戸の夜に猫が鳴く　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー帰ってくる人形 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー時を結ぶ夢羽 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー真夏の夜の夢羽 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー夢羽、マジシャンになる。　下 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画



番号 作品名 著者名

９　文学

913 ＩＱ探偵ムー夢羽、マジシャンになる。　上 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＩＱ探偵ムー夢羽、海の家へ行く。 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 Ｊｕｓｔ　Ｂｅｃａｕｓｅ！ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 ＫＡＧＥＲＯＵ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 Ｋａｇｕｙａ－ｈｉｍｅ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 Ｌｉｔｔｌｅ　ＤＪ 深沢　美潮∥著//山田　Ｊ太∥画
913 Ｌｏｓｔ　ａｎｄ　Ｆｏｕｎｄ 鴨志田　一
915/か/ Ｍｏｍｏｔａｔｒｏ 齋藤　智裕∥著
913 ＯＮＥ　ＤＡＹ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913 Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ 鬼塚　忠∥著

913 Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ，Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｈｅａｒ？ 石崎　洋司，他∥著

913 ＲＡＮＭＡＲＵ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913 ＲＤＧ　レッドデータガール　〔３〕 ダニエル・エーレンハフト∥著//古屋　美登里∥訳
915/い/ ＲＤＧ　レッドデータガール　１０から１３ 喜多川　泰【著】
935 ＲＤＧレッドデータガールはじめてのお使い Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ，Ｊｒ．∥著//Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ∥画//ビル・マーチン∥著
915/き/ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　７ 伊丹　由宇∥著//倣　学∥画
853 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　８ 荻原　規子【著】
833 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　９ 荻原　規子【著】
913/お/１４ Ｓｅｖｅｎ　Ｂａｂｙ　Ｇｏａｔｓ 荻原　規子∥著
913/お/１５ ＳＦ宝石　２０１７ 長月　達平【著】
915 Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｏｎ 長月　達平【著】
913/な/７ Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｏｎ 長月　達平【著】
913/な/８ ＳＯＳの猿 いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913/な/９ ＳＰＥＣ　３ 井上　雅彦
945/い/ ＳＴＡＲ　ＷＡＲＳフォースの覚醒前夜 ジャクリーン・ウィルソン，他∥著//尾高　薫，他∥訳
913/え/１７ Ｓ力人情商店街　１３ ジャクリーン・ウィルソン，他∥著//尾高　薫，他∥訳
876.333333 Ｓ力人情商店街　１６ 伊坂　幸太郎∥著
866.333333 Ｔ．Ｒ．Ｙ 西荻　弓絵,豊田　美加
856.333333 Ｔｈｅ　Ｂｒｅｍｅｎ　Ｂａｎｄ グレッグ・ルーカ【著】,フィル・ノト,稲村　広香【訳】
913/と/３ Ｔｈｅ　Ｅｍｐｅｒｏｒ’ｓ　Ｎｅｗ　Ｃｌｏｔｈｅｓ 令丈　ヒロ子∥著//岡本　正樹∥画
935/る/ Ｔｈｅ　Ｇｒａｔｅｆｕｌ　Ｃｒａｎｅ 令丈　ヒロ子∥著//岡本　正樹∥画
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ 井上　尚登∥著
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　８ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　９ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
943/い/ Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　１０ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
949/い/ Ｔｈｕｍｂｅｌｉｎａ あさの　あつこ∥著//鈴木　びんこ∥画
913/い/ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ　ｓｔａｇｅ１～７ あさの　あつこ∥著//鈴木　びんこ∥画
913 Ｔｗｉｎｋｌｅ あさの　あつこ∥著//鈴木　びんこ∥画
913 Ｖｉｎｔａｇｅ’０８ あさの　あつこ∥著//鈴木　びんこ∥画
913 Ｘのアーチ いもと　ようこ【著】,Ｓｏｓｈｉ　Ｕｃｈｉｄａ【訳】
913 ＺＯＫＵ ジョン・マーズデン∥著//二見　千尋∥訳
914.166667 ＺＯＯ 香月　日輪，他∥著
913.666667 ア・ハッピーファミリー 石田　衣良，他【著】,
913.166667 ああ、たいくつだ スティーヴ・エリクソン【著】,柴田　元幸【訳】
915/ヴ/ ああ、三者面談 森　博嗣【著】
935/え/ ああ、三者面談 乙一【著】
915/も/ ああ、三者面談 黒野　伸一∥著
915/お/ アーサー王物語 ピーター・スピアー【著】,松川　真弓【訳】
915 アースシーの風 蓬莱　泰三∥著
935/す/ あーちゃん 蓬莱　泰三∥著
944.659341 アート少女 蓬莱　泰三∥著
945.961538 アーミッシュに生まれてよかった 阿刀田　高∥著
947.263736 アーモンド入りチョコレートのワルツ Ｕ．Ｋ．ル・グウィン∥著//清水　真砂子∥訳
948.565934 アイ・ラヴ・ユー ねじめ　正一∥著//村上　康成∥画
949.868132 アイアンハンド 花形　みつる∥著
951.17033 アイアンマン ミルドレッド・ジョーダン∥著//池田　智∥訳
952.472527 アイスプラネット 森　絵都∥著
953.774725 アイスマーク 岡崎　由紀子∥著
955.076923 アイスマーク　４ チャーリー・フレッチャー∥著//大嶌　双恵∥訳
956.379121 あいつまであと４秒 クリス・クラッチャー∥著//金原　瑞人，西田　登∥訳
957.681319 アイドルが恋しちゃだめですか？ 椎名　誠【著】
958.983516 アイドロン　７ スチュアート・ヒル∥著//金原　瑞人，中村　浩美∥訳
960.285714 アイドロン　８ スチュアート・ヒル∥著//金原　瑞人，中村　浩美∥訳
915/し/ アイドロン　９ 折原　みと∥著
876.333333 アイヌ神謡集 ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ,小野　はるか【著】
866.333333 アイネクライネナハトムジーク ジェーン・ジョンソン∥著//神戸　万知∥訳//佐野　月美∥画
856.333333 アイビロングドツウユウ ジェーン・ジョンソン∥著//神戸　万知∥訳//佐野　月美∥画
915/お/ アウシュヴィッツの図書係 ジェーン・ジョンソン∥著//神戸　万知∥訳//佐野　月美∥画
933 アウトサイダーズ 知里　幸恵【編訳】
933 あかつきの波濤を切る 伊坂　幸太郎【著】
933 あかね色の風
931/ち/ アカペラ アントニオ・G・イトゥルベ
915/い/ アグリーガール Ｓ．Ｅ．ヒントン∥著//唐沢　則幸∥訳
925// アゴールニンズ 岡崎　ひでたか【著】,小林　豊【画】
935 あした あさの　あつこ∥著//長谷川　知子∥画
928.166667 あしたははれ曜日！ 山本　文緒∥著
929 あしたは晴れた空の下で ジョイス・キャロル・オーツ∥著//神戸　万知∥訳
929.833333 あしながおじさん ジョー・ウォルトン∥著//和爾　桃子∥訳
930.666667 あずかりやさん 高丸　もと子∥著//内田　新哉∥画
931.5 あすなろ三三七拍子 麻生　かづこ∥著//長野　ともこ∥画



番号 作品名 著者名

９　文学

932.333333 あそこの席 中澤　晶子【著】
945.348485 あたらしい図鑑 ジーン・ウェブスター∥著//曾野　綾子∥訳
946.729604 あたり（魚信） 大山　淳子∥著
948.110723 あっおちてくるふってくる 重松　清∥著
949.491841 アッホ夫婦 山田　悠介∥著
950.87296 あと少し、もう少し 長薗　安浩∥著
952.254079 アナ＝ラウラのタンゴ 山本　甲士∥著

953.635198 アナザー・ワールド
ジーン・ジオン∥著//マーガレット・ブロイ・グレアム∥画//まさき
るりこ∥訳

955.016317 あなたと読む恋の歌百首 ロアルド・ダール∥著//クェンティン・ブレイク∥画//柳瀬　尚紀∥訳

956.397436 あなたはそっとやってくる 瀬尾　まいこ【著】
957.778555 アナと雪の女王 ヨアヒム・フリードリヒ∥著//平野　卿子∥訳
959.159674 アナベル・ドールと世界一いじのわるいお人形 よしもと　ばなな∥著
915/せ/ アニーとおばあちゃん 俵　万智【著】
823 アニモーフ　１１から１５ ジャクリーン・ウッドソン∥著//さくま　ゆみこ∥訳
793 あのうたこのうた サラ・ネイサン，セラ・ローマン【著】,しぶや　まさこ【訳】,

913/た/ あのころはフリードリヒがいた　新版
アン　Ｍ．マーティン，ローラ・ゴドウィン∥著//ブライアン・セルズ
ニック∥画

935 あの空をおぼえてる
ミスカ・マイルズ∥著//ピーター・パーノール∥画//北面　ジョーン
ズ和子∥訳

935/あ/ あの世からの火 Ｋ．Ａ．アップルゲイト∥著//羽地　和世∥訳
916.838933 あの世レストラン まど　みちお∥著


