
一般向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/6/15現在

書名 著者名 種類 出版社

あ 愛なき世界 三浦しおん 単行本 中央公論新社

青葉のあゆみ 青葉区制15周年記念 単行本 青葉区 寄贈本

赤い館の秘密 A・A・ミルトン 文庫 創元推理文庫 459

赤猫異聞 浅田次郎 文庫 新潮文庫

悪魔のレシピ リュウジ 実用書 ライツ社

浅田家 浅田政志 写真集 赤々舎

アスリートの科学 能力を限界まで引き出す秘密 久木留毅 新書 講談社ブルーバックス

あなたが消えた夜に 中村文則 単行本 毎日新聞出版

あの家に暮らす四人の女 三浦しをん 単行本 中央公論者

嵐という生き方 ARASHIウォッチャー編集部 単行本 辰巳出版

ありふれた愛じゃない 村山由佳 文庫 文春文庫

アルルカンと道化師 池井戸潤 単行本 講談社

アンの愛情 坂木司 単行本 光文社

い いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川佐和子 単行本 中央公論新社

いかだ満月 山本一力 文庫 ハルキ文庫

怒り　上 吉田修一 文庫 中公文庫

怒り　下 吉田修一 文庫 中公文庫

いけない 道尾秀介 単行本 文藝春秋

医者が考案した「長生きみそ汁」 小林弘幸 実用書 アスコム

一路　上 浅田次郎 文庫 中公文庫

一路　下 浅田次郎 文庫 中公文庫

一切なりゆき 樹木希林 新書 文藝春秋

犬がいた季節 伊吹有貴 単行本 双葉社

犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい① 松本ひで吉 漫画本 講談社

犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい➁ 松本ひで吉 漫画本 講談社

犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい③ 松本ひで吉 漫画本 講談社

犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい④ 松本ひで吉 漫画本 講談社

犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい⑤ 松本ひで吉 漫画本 講談社
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一般向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/6/15現在

書名 著者名 種類 出版社

今こそ栄光の架け橋を それでもオリンピックは素晴らしい！ 刈谷富士雄 単行本 海竜社

いろいろあった人へ　大人の流儀 伊集院静 新書 講談社

う 虚ろな十字架 東野圭吾 単行本 光文社

心淋し川 西條奈加 単行本 集英社

え 栄養素図鑑 牧野直子 単行本 新星出版社

エレジーは流れない 三浦しおん 単行本 双葉社

お 王妃の離婚 佐藤賢一 文庫 集英社文庫

大きなかぶ 小宮山俊平 単行本 理論社

大家さんと僕 矢部太郎 漫画本 新潮社

大家さんと僕　これから 矢部太郎 漫画本 新潮社

「大家さんと僕」と僕 矢部太郎 単行本 新潮社

送り火 高橋弘希 単行本 文藝春秋

お探し物は図書室まで 青山美智子 単行本 ポプラ社

推し、燃ゆ 宇佐見りん 単行本 河出書房新社

夫のトリセツ 黒川伊保子 新書 講談社

大人おしゃれなプラバンアクセサリー ザ・ハレーションズ 実用書 東京書店

おとなになるのび太たちへ 単行本 小学館

おとなの基礎英語 100のフレーズで話せる英会話 松本茂 語学書 NHK出版

おとなの基礎英語 101のフレーズで話せる英会話2 松本茂 語学書 NHK出版

大人の流儀 伊集院静 新書 講談社

思わず考えちゃう ヨシタケシンスケ 単行本 新潮社

おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 単行本 河出書房新社

オリンピックへ行こう！ 真保裕一 単行本 講談社

オリンピック名場面の間違い探し 太城敬良 雑誌 宝島社

オルタネート 加藤シゲアキ 単行本 新潮社

おれたちバブル入行組 池井戸潤 単行本 文藝春秋

女のいない男たち 村上春樹 文庫 文春文庫

か かか 宇佐見りん 単行本 河出書房新社

かがみの孤城 辻村深月 単行本 ポプラ社

2



一般向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/6/15現在

書名 著者名 種類 出版社

楽隊のうさぎ 中沢けい 文庫 新潮社

かけおちる 青山文平 文庫 文春文庫

カケラ 湊かなえ 単行本 集英社

風が強く吹いている 三浦しをん 文庫 新潮社

家族じまい 桜木紫乃 単行本 集英社

家族終了 酒井順子 単行本 集英社

家族という病 下重暁子 新書 幻冬舎新書

ガソリン生活 伊坂幸太郎 文庫 朝日文庫

彼女たちの場合は 江國香織 単行本 集英社

噛みあわない会話と、ある過去について 辻村深月 単行本 講談社

神様のカルテ 夏川草介 文庫 小学館文庫

からくり夢時計 川口雅幸 単行本 アルファポリス

体メンテ 崎田ミナ 実用書 マガジンハウス

き 危険なビーナス 東野圭吾 単行本 講談社

騎士団長殺し第１部　上 村上春樹 文庫 新潮社

騎士団長殺し第１部　下 村上春樹 文庫 新潮社

騎士団長殺し第２部　上 村上春樹 文庫 新潮社

騎士団長殺し第２部　下 村上春樹 文庫 新潮社

きたきた捕物帖 宮部みゆき 単行本 ＰＨＰ研究所

ｷﾞﾌﾞﾐｰ・チョコレート 飯島敏弘 単行本 角川書店

希望荘 宮部みゆき 文庫 文春文庫

希望の糸 東野圭吾 単行本 講談社

君たちはどう生きるか：漫画 吉野源三郎 単行本 マガジンハウス

君の膵臓を食べたい 住野よる 単行本 双葉社

「鬼滅の刃」流 強い自分のつくり方 井島由佳 単行本 アスコム

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 単行本 集英社

90歳。何がめでたい 佐藤愛子 単行本 小学館

教場 長岡弘樹 文庫 文春文庫

暁天の星 葉室麟 単行本 ＰＨＰ
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書名 著者名 種類 出版社

きょうの料理　2019-3 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2019-4 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2019-5 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2019-6 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2019-7 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2019-8 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2019-9 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2019-10 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2019-11 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2019-12 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-1 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-2 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-3 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-4 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-5 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-6 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-7 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-8 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-9 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-10 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-11 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2020-12 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2021-1 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2021-2 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2021-3 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2021-4 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2021-5 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2021-6 雑誌 NHK出版

きょうの料理　2021-7 雑誌 NHK出版
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書名 著者名 種類 出版社

極北クレーマー 海堂尊 単行本 朝日新聞出版

切れない糸 坂木司 文庫 創元推理文庫

銀しゃり 山本一力 文庫 小学館文庫

銀二貫 高田郁 文庫 幻冬舎

く 草枕 夏目漱石 文庫 新潮文庫

クジラアタマの王様 伊坂幸太郎 単行本 NHK出版

クスノキの番人 東野圭吾 単行本 実業之日本社

クライマーズ・ハイ 横山秀夫 文庫 文藝春秋

クローバーナイト 辻村深月 文庫 光文社文庫

クロワッサン7/10号 雑誌 マガジンハウス

け 劇場 又吉直樹 単行本 新潮社

こ こうして誰もいなくなった 有栖川有栖 単行本 角川書店

光媒の花 道尾秀介 文庫 集英社文庫

ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎 文庫 新潮文庫

52ヘルツのクジラたち 町田そのこ 単行本 中央公論新社

この気持ちもいつか忘れる 住野よる 単行本 新潮社

琥珀の夏 辻村深月 単行本 文藝春秋

仔羊の巣 坂木司 文庫 創元推理文庫

辛夷の花 葉室　麟 文庫 徳間書店

五郎丸日記 小松成美 単行本 実業之日本社

コンカツ？ 石田衣良 文庫 文春文庫

今度生まれたら 内館牧子 単行本 講談社

こんな夜更けにバナナかよ 渡辺一史 文庫 文春文庫

コンビニ人間 村田紗耶香 単行本 文藝春秋

さ ザ・ロイヤルファミリー 早見和真 単行本 新潮社

最高のオバハン 林真理子 文庫 文春文庫

最後のトリック 深水黎一郎 文庫 河出文庫

最後の秘境　東京藝大 二宮敦人 文庫 新潮社

サイレント･ブレス 看取りのｶﾙﾃ 南杏子 文庫 幻冬舎文庫
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書名 著者名 種類 出版社

さまよう刃 東野圭吾 文庫 角川文庫

さよなら田中さん 鈴木るりか 単行本 小学館

サラバ　上 西加奈子 文庫 小学館

サラバ　中 西加奈子 文庫 小学館

サラバ　下 西加奈子 文庫 小学館

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 単行本 早川書房

三体 劉慈欣 単行本 早川書房

三体Ⅱ　上 劉慈欣 単行本 早川書房

三体Ⅱ　下 劉慈欣 単行本 早川書房

散歩の草花図鑑 岩槻英明 文庫 ビジュアルだいわ文庫

し シーソーモンスター 伊坂幸太郎 単行本 中央公論新社

JR上野駅公園口 柳美里 文庫 河出文庫

JR高田馬場駅戸山口 柳美里 文庫 河出文庫

屍人荘の殺人 今村昌弘 単行本 東京創元社

静かな木 藤沢周平 文庫 新潮文庫

下町ロケット ゴースト 池井戸潤 単行本 小学館

下町ロケット ２ ガウディ計画 池井戸潤 単行本 小学館

失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！ 大野正人 単行本 文響社

自転しながら公転する 山本文緒 単行本 新潮社

死と砂時計 鳥飼否宇 文庫 創元推理文庫

死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい 小林弘幸 単行本 幻冬舎

「死ぬんじゃねーぞ！！」 中川翔子 単行本 文藝春秋

「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 磯田道史 新書 NHK出版

4ma4maのプラバンアクセサリー 4ma4ma 実用書 ブティック社

集団左遷 江波戸哲夫 文庫 講談社

十二人の死にたい子どもたち 冲方丁 文庫 文春文庫

終末のフール 伊坂幸太郎 文庫 集英社文庫

祝祭と予感 恩田陸 単行本 幻冬舎

趣味の園芸　2019-3 雑誌 NHK出版
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書名 著者名 種類 出版社

趣味の園芸　2019-4 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2019-5 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2019-6 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2019-7 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2019-8 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2019-9 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2019-10 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2019-11 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2019-12 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-1 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-2 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-3 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-4 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-5 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-6 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-7 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-8 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-9 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-10 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-11 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2020-12 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2021-1 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2021-2 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2021-3 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2021-4 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2021-5 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2021-6 雑誌 NHK出版

趣味の園芸　2021-7 雑誌 NHK出版

首里の馬 高山羽根子 単行本 新潮社
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書名 著者名 種類 出版社

少女 湊かなえ 文庫 双葉文庫

小説8050 林真理子 単行本 新潮社

少年と犬 馳星周 単行本 文藝春秋

植物図鑑 有川浩 文庫 幻冬舎

シルバー川柳 みやぎシルバーネット 単行本 河出書房

進化の法則は北極のサメが知っていた 渡辺佑基 新書 河出新書

新　謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 単行本 小学館

す 好かれる人が絶対しないモノの言い方 渡辺由佳 単行本 日本実業出版社

スキマワラシ 恩田陸 単行本 集英社

すぐ死ぬんだから 内館牧子 単行本 講談社

すこしずるいパズル たつなみ 単行本 アリス館

すてきにハンドメイド　2019-3 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2019-4 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2019-9 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2019-10 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2019-11 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2019-12 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-1 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-2 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-3 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-4 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-5 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-6 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-7 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-8 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-9 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-10 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-11 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2020-12 雑誌 NHK出版
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書名 著者名 種類 出版社

すてきにハンドメイド　2021-1 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2021-2 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2021-3 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2021-4 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2021-5 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2021-6 雑誌 NHK出版

すてきにハンドメイド　2021-7 雑誌 NHK出版

ストーリー・セラー 有川浩 文庫 幻冬舎文庫

ストレスフリー超大全 樺沢紫苑 単行本 ダイヤモンド社

スモールワールズ 一穂ミチ 単行本 講談社

せ 背負い富士 山本一力 文庫 文春文庫

世界一美味しい手抜きごはん はらぺこグリズリー 雑誌 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

世界一美味しい煮卵の作り方 はらぺこグリズリー 新書 光文社

関ケ原　上 司馬遼太郎 文庫 新潮文庫

関ケ原　中 司馬遼太郎 文庫 新潮文庫

関ケ原　下 司馬遼太郎 文庫 新潮文庫

銭売り賽蔵 山本一力 文庫 集英社文庫

蝉しぐれ 藤沢周平 文庫 文春文庫

線は、僕を描く 砥上裕将 単行本 講談社

そ そしてバトンは渡された 瀬尾まいこ 単行本 文藝春秋

蒼色の大地 薬丸岳 単行本 中央公論新社

その扉をたたく音 瀬尾まいこ 単行本 集英社

空飛ぶ広報室 有川浩 単行本 幻冬舎

空飛ぶタイヤ 池井戸潤 文庫 実業之日本社

た 太陽は動かない 吉田修一 文庫 幻冬舎文庫

宝島 真藤順丈 単行本 講談社

たった一人のオリンピック 山際淳司 新書 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

騙し絵の牙 塩田武 文庫 角川文庫

魂手形 宮部みゆき 単行本 角川書店
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一般向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/6/15現在

書名 著者名 種類 出版社

たゆたえども沈ます 原田マハ 単行本 幻冬舎

ち 小さな神たちの祭り 内館牧子 単行本 潮出版社

父からの手紙 小杉健治 文庫 光文社

中国語が１週間でいとも簡単に話せる～ 加藤勤 語学書 明日香出版社

ちょっと今から仕事やめてくる 北川恵海 単行本 メディアワークス文庫

沈黙 遠藤周作 文庫 新潮文庫

沈黙のパレード 東野圭吾 単行本 文藝春秋

つ 月の満ち欠け 佐藤正午 単行本 岩波書店

つくおき のぞみ 単行本 光文社

ツナグ　 辻村深月 単行本 新潮社

ツナグ　 想い人の心得 辻村深月 単行本 新潮社

椿宿の辺りに 梨木香歩 単行本 朝日新聞出版

ツバキ文具店 小川糸 単行本 幻冬舎

妻のトリセツ 黒川伊保子 新書 講談社

罪の声 塩田武 文庫 講談社文庫

罪の轍 奥田英朗 単行本 新潮社

つみびと 山田詠美 単行本 中央公論新社

て 田園都市生活vol.67 雑誌 枻出版社

店長がバカすぎて 早見和真 単行本 角川春樹事務所

と 冬芽の人 大沢在昌 文庫 新潮文庫

動機 横山秀夫 文庫 文春文庫

東京オリンピックの幻想　十津川警部シリーズ 西村京太郎 新書 文藝春秋

動乱の刑事 堂場瞬一 単行本 講談社

図書館内乱 有川浩 文庫 角川文庫

殿、それでは将軍武将のおはなしをいたしましょう 山崎光男 単行本 中央公論新社

とめどなく囁く 桐野夏生 単行本 幻冬舎

な 永い言い訳 西川美和 単行本 文藝春秋

永田町小町バトル 西條奈加 単行本 実業之日本社

夏物語 川上未映子 単行本 文藝春秋
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一般向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/6/15現在

書名 著者名 種類 出版社

70歳のたしなみ 坂東眞理子 単行本 小学館

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 文庫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

なんでも英語で言えちゃう本 青木ゆか 語学書 日本経済新聞出版社

何度でも食べたい極上レシピ 志麻 実用書 マガジンハウス

に 日没 桐野夏生 単行本 岩波書店

日本一周3016湯 高橋一喜 新書 幻冬舎親書

日本製 三浦春馬 単行本 ワニブックス

日本のメダリスト　142の物語 新書 宝島社

人間失格 太宰治 文庫 新潮文庫

ね ネイティブ英会話 フレーズ集3240 佐々木隆（監修） 語学書 西東社

ねことじいちゃん 岩合光昭 写真集 クレビス

ねこと昼寝 群ようこ 文庫 角川春樹事務所

猫弁 大山淳子 文庫 講談社文庫

猫弁と透明人間 大山淳子 文庫 講談社文庫

熱源 川越宗一 単行本 文藝春秋

熱帯 森見登美彦 単行本 文藝春秋

の 納棺夫日記 青木新門 文庫 文春文庫

ノーサイドゲーム 池井戸潤 単行本 ダイヤモンド社

ノースライト 横山秀夫 単行本 新潮社

のっけから失礼します 三浦しをん 単行本 集英社

のび太の月面探査記 辻村深月 単行本 小学館

は ハーバードの人生を変える授業 タル・ベン・シャハー 文庫 大和書房

敗者の噓 堂場瞬一 文庫 文春文庫

灰の劇場 恩田陸 単行本 河出書房新社

破局 遠野遥 単行本 河出書房新社

葉桜の季節に君を想うということ 歌野晶午 文庫 文春文庫

破斬　勘定吟味役異聞 上田秀人 文庫 光文社時代小説文庫

はじめての日常英会話 古藤晃 語学書 西東社

パターンで話せる英会話１秒レッスン 清水建二 語学書 成美堂出版
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一般向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/6/15現在

書名 著者名 種類 出版社

花の鎖 湊かなえ 文庫 文春文庫

花の下にて春死なむ 北森鴻 文庫 講談社文庫

ハリネズミの願い トーン・テレヘン 単行本 新潮社

盤上の向日葵 柚月裕子 単行本 中央公論新社

ひ 彼岸花 宇江佐真理 文庫 光文社文庫

蜩の記 葉室麟 文庫 祥伝社

日暮れ竹河岸 藤沢周平 文庫 文春文庫

羊と鋼の森 宮下奈都 単行本 文芸春秋

ヒトでなし 京極夏彦 文庫 新潮文庫

火のないところに煙は 芦沢央 単行本 新潮社

日の名残り カズオ・イシグロ 文庫 ハヤカワ文庫

火花 又吉直樹 文庫 文春文庫

日々是好日 森下典子 文庫 新潮文庫

白夜行 東野圭吾 文庫 集英社文庫

氷獄 海堂尊 単行本 角川書店

氷壁 井上靖 文庫 新潮文庫

平場の月 朝倉かすみ 単行本 光文社

ヒロシのソロキャンプ 自分で見つけるキャンプの流儀 ヒロシ 実用書 学研プラス

ふ ファーストラヴ 島本理生 単行本 文藝春秋

フーガはユーガ 伊坂幸太郎 単行本 実業之日本社

風神雷神　下 原田マハ 単行本 ＰＨＰ研究所

風神雷神　上 原田マハ 単行本 ＰＨＰ研究所

府中三億円事件を計画・実行したのは私です。 白田 単行本 ポプラ社

物理法則はいかにして発見されたか R.P.ファインマン 文庫 岩波現代文庫

舟を編む 三浦しをん 文庫 光文社

プラージュ 誉田哲也 文庫 幻冬舎文庫

フライパン煮込み 若山曜子 実用書 主婦と生活社

プラチナデータ 東野圭吾 文庫 幻冬舎文庫

ブラックショーマンと名もなき町の殺人 東野圭吾 単行本 光文社
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一般向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/6/15現在

書名 著者名 種類 出版社

ぶらっとふるさとえださんぽ 木幡恭一 冊子 江田駅周辺商店会

ブロードキャスト 湊かなえ 単行本 角川書店

「プロの仕事」の隠しワザ データバンク21 文庫 成美文庫

文藝春秋　2019-4 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2019-5 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2019-6 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2019-7 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2019-8 雑誌 文藝春秋 寄贈本

文藝春秋　2019-9 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2019-10 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2019-11 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2019-12 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-1 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-2 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-3 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-4 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-5 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-6 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-7 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-8 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-9 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-10 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-11 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2020-12 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2021-1 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2021-2 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2021-3 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2021-4 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2021-5 雑誌 文藝春秋

13
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書名 著者名 種類 出版社

文藝春秋　2021-6 雑誌 文藝春秋

文藝春秋　2021-7 雑誌 文藝春秋

へ ペテロの葬列　上 宮部みゆき 文庫 文春文庫

ペテロの葬列　下 宮部みゆき 文庫 文春文庫

蛇にピアス 金原ひとみ 単行本 集英社

ベルリンは晴れているか 深緑野分 単行本 筑摩書房

変身 カフカ 文庫 新潮文庫

ほ ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ 単行本 光文社

暴虎の牙 柚月裕子 単行本 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレディみかこ 単行本 新潮社

鉄道員 浅田次郎 文庫 集英社文庫

ホテルローヤル 桜木紫乃 文庫 集英社

滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 単行本 中央公論新社

ホワイトラビット 伊坂幸太郎 単行本 新潮社

本心 平野啓一郎 単行本 文藝春秋

本と鍵の季節 米澤穂信 単行本 集英社

ま 魔眼の匣の殺人 今村昌弘 単行本 東京創元社

まく子 西加奈子 文庫 福音館文庫

曲げわっぱで”魅せ弁” みずか 単行本 オーバーラップ

魔術はささやく 宮部みゆき 文庫本 新潮文庫

マスカレード・イブ 東野圭吾 文庫 集英社

マスカレード・イブ 東野圭吾 文庫 集英社

マスカレード・ホテル 東野圭吾 文庫 集英社

増山超能力師事務所 誉田哲也 文庫 文春文庫

豆の上で眠る 湊かなえ 文庫 新潮文庫

真夜中乙女戦争 F(エフ） 単行本 KADOKAWA

護れなかった者たちへ 中山七里 単行本 NHK出版

満願 米澤穂信 単行本 新潮社

み みかづき 森絵都 単行本 集英社
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書名 著者名 種類 出版社

ミステリーアリーナ 深水黎一郎 文庫 講談社文庫

蜜蜂と遠雷 恩田陸 単行本 集英社

身分帳 佐木隆三 文庫 講談社文庫

未来 湊かなえ 単行本 双葉社

看る力 阿川佐和子 新書 文藝春秋

みんなの囲碁入門 梅沢由香里 新書 池田書店

む 向田邦子の恋文 向田邦子 単行本 新潮社

息子のトリセツ 黒川伊保子 新書 扶桑社新書

むすびつき 畠中恵 単行本 新潮社

むらさきのスカートの女 今村夏子 単行本 朝日新聞出版

め 免疫力を高めるかんたんごはん 藤井恵 実用書 家の光協会

も もういちどベートーベン 中山七里 単行本 宝島社

黙示 真山仁 単行本 新潮社

もっと　つくおき nozomi 単行本 光文社

元彼の遺言状 新川帆立 単行本 宝島社

物語のおわり 湊かなえ 文庫 朝日文庫

や 約束の海 山崎豊子 文庫 新潮文庫

やせ筋トレ姿勢リセット とがわ愛 実用書 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

闇に香る嘘 下村敦史 文庫 講談社文庫

ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江國香織 単行本 朝日新聞出版

やんごとなき雑談 中村倫也 単行本 KADOKAWA

ゆ 友情　平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 山中伸弥 単行本 講談社

友情　2 山中伸弥　他 単行本 講談社

昨夜のカレー、明日のパン 木皿 泉 文庫 河出文庫

昨夜のカレー、明日のパン 木皿泉 単行本 河出書房新社

許す力 伊集院 静 新書 講談社

揺れる鉄の箱 中条大祐 単行本 万能書店

よ 夜明けのすべて 瀬尾まいこ 単行本 水鈴社

陽気なギャングが地球を回す 伊坂幸太郎 文庫 祥伝社文庫

横濱 2020年春号 ※横浜市との協働編集誌 編集誌 神奈川新聞社
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書名 著者名 種類 出版社

横濱 2020年夏号 ※横浜市との協働編集誌 編集誌 神奈川新聞社

横濱 2020年秋号 ※横浜市との協働編集誌 編集誌 神奈川新聞社

横濱 2021年新春号 ※横浜市との協働編集誌 編集誌 神奈川新聞社

横濱 2021年春号 ※横浜市との協働編集誌 編集誌 神奈川新聞社

横濱 2021年夏号 ※横浜市との協働編集誌 編集誌 神奈川新聞社

汚れた手をそこで拭かない 芹沢央 単行本 文藝春秋

世にも奇妙な君物語 朝井リョウ 単行本 講談社

蘇る鬼平犯科帳 池波正太郎　他 文庫 文春文庫

喜ばれる季節の折り紙 宮本真理子 実用書 池田書店

ら ライアー 大沢在昌 文庫 新潮文庫

ラガーにゃん① そにしけんじ 漫画本 光文社

ラガーにゃん➁ そにしけんじ 漫画本 光文社

ラガーにゃん③ そにしけんじ 漫画本 光文社

落日 湊かなえ 単行本 角川春樹事務所

ランチのアッコちゃん 柚木麻子 単行本 双葉社

り 陸王 池井戸潤 単行本 集英社

立体ORIGAMI雑貨 川手章子 実用書 日本ヴォーグ社

リボルバー 原田マハ 単行本 幻冬舎

リミット 野沢尚 文庫 講談社文庫

流 東山彰良 単行本 講談社

LILY'S  CLOSET 石田ゆり子 単行本 マガジンハウス

ろ ロクヨン６４　上 横山秀夫 文庫 文藝春秋

ロクヨン６４　下 横山秀夫 文庫 文藝春秋

わ 私の男 桜庭一樹 文庫 株式会社文藝春秋

わたしを離さないで カズオ・イシグロ 文庫 ハヤカワ文庫

我らが少女A 高村薫 単行本 毎日新聞出版

我々は、みな孤独である 貴志祐介 単行本 角川春樹事務所
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