
単行本・文庫本・新書 図書一覧表（あいうえお順） 2019年10月現在

種類 書名 著者名 出版社 配架日

【ア行】

1 単行本 芝生 青木　孝一 ＮＨＫ出版 2016/8/1

2 文庫本 菜の花食堂ささやかな事件簿 碧野　圭 だいわ文庫 2016/11/1

3 文庫本 かけおちる 青山　文平 文春文庫 2016/3/1

4 単行本 つまをめとらば 青山　文平 文藝春秋 2016/10/10

5 単行本 ことことこーこ 阿川　佐和子 角川書店 2018/12/13

6 新書 今さら聞けない科学の常識 朝日新聞科学グループ 講談社 2016/3/1

7 単行本 草々不一 朝井　まかて 講談社 2018/12/13

8 単行本 世界地図の下書き 朝井　リョウ 集英社 2016/10/3

9 文庫本 赤猫異聞 浅田　次郎 新潮文庫 2016/3/1

10 文庫本 一路　上 浅田　次郎 中公文庫 2016/3/1

11 文庫本 一路　下 浅田　次郎 中公文庫 2016/3/1

12 単行本 おもかげ 浅田　次郎 毎日新聞出版 2018/2/14

13 文庫本 終わらざる夏　上 浅田　次郎 集英社文庫 2016/3/1

14 文庫本 終わらざる夏　中 浅田　次郎 集英社文庫 2016/3/1

15 文庫本 終わらざる夏　下 浅田　次郎 集英社文庫 2016/3/1

16 文庫本 活動寫眞の女 浅田　次郎 集英社文庫 2016/3/1

17 文庫本 草原からの使者 浅田　次郎 徳間文庫 2016/10/10

18 文庫本 珍妃の井戸 浅田　次郎 講談社文庫 2016/10/10

19 文庫本 月島慕情 浅田　次郎 文春文庫 2016/10/10

20 文庫本 椿山課長の七日間 浅田　次郎 集英社文庫 2016/10/10

21 文庫本 天国までの百マイル 浅田　次郎 朝日文庫 2016/11/1

22 単行本 ブラック　オア　ホワイト 浅田　次郎 新潮社 2016/11/1

23 文庫本 鉄道員 浅田　次郎 集英社文庫 2016/11/2

24 単行本 竜宮城と七夕さま 浅田　次郎 小学館 2017/10/28

25 単行本 平昌オリンピック２０１８総集編 朝日新聞社映像報道部 朝日新聞出版 2018/3/10

26 単行本 火のないところに煙は 芦沢　央 新潮社 2018/8/2

27 単行本 幸福王国ブータンの知恵 アスペクト　ブータン取材班 アスペクト 2016/5/1

28 文庫本 残光 東　直己 角川春樹事務所 2016/6/30

29 単行本 しょせん幸せなんか自己申告 綾小路　きみまろ 朝日新聞出版 2018/5/26

30 文庫本 キケン 有川　浩 角川文庫 2016/3/2

31 文庫本 三匹のおっさん 有川　浩 文藝春秋 2016/6/30

32 文庫本 植物図鑑 有川　浩 幻冬舎 2016/8/1

33 文庫本 ストーリー・セラー 有川　浩 幻冬舎文庫 2016/10/1

34 単行本 旅猫リポート 有川　浩 文藝春秋 2016/10/10

35 文庫本 図書館革命 有川　浩 角川文庫 2016/11/1

36 文庫本 図書館危機 有川　浩 角川文庫 2016/11/1

37 文庫本 図書館戦争 有川　浩 角川文庫 2016/11/1
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38 文庫本 図書館内乱 有川　浩 角川文庫 2016/11/1

39 文庫本 ラブコメ今昔 有川　浩 角川文庫 2019/2/7

40 単行本 この野菜にこの料理 有元　葉子 筑摩書房 2019/2/7

41 画集 オランダの花 安野　光雅 朝日新聞社 2016/3/1

42 画集 ドイツの森 安野　光雅 朝日新聞社 2016/11/1

43 単行本 世界一美味しい煮卵の作り方 家メシ食堂 光文社新書 2017/11/11

44 文庫本 仇敵 池井戸　潤 講談社文庫 2018/6/19

45 単行本 下町ロケット ゴースト 池井戸　潤 小学館 2016/8/2

46 単行本 下町ロケット ２ ガウディ計画 池井戸　潤 小学館 2018/7/1

47 単行本 下町ロケット ヤタガラス 池井戸　潤 小学館 2018/10/23

48 文庫本 シャイロックの子供たち 池井戸　潤 文春文庫 2018/6/19

49 文庫本 果つる底なき 池井戸　潤 講談社文庫 2018/6/19

50 単行本 陸王 池井戸　潤 集英社 2017/10/28

51 文庫本 そうだったのか！現代史 池上　彰 集英社文庫 2016/10/10

52 文庫本 ガソリン生活 伊坂　幸太郎 朝日文庫 2016/3/1

53 単行本 クリスマスを探偵と 伊坂　幸太郎 河出書房新社 2017/10/28

54 文庫本 ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎 新潮文庫 2016/5/1

55 単行本 サブマリン 伊坂　幸太郎 講談社 2016/6/30

56 単行本 フーガはユーガ 伊坂　幸太郎 実業之日本社 2018/11/20

57 単行本 ホワイトラビット 伊坂　幸太郎 新潮社 2017/9/28

58 文庫本 陽気なギャングが地球を回す 伊坂　幸太郎 祥伝社文庫 2017/9/28

59 文庫本 逆検定中国歴史教科書 井沢　元彦 祥伝社黄金文庫 2016/3/9

60 単行本 百年泥 石井　遊佳 新潮社 2018/1/30

61 単行本 訪問看護師さゆりの探偵ノート 石黒　順子 講談社 2018/2/14

62 新書 日本はどう報じられているか 石澤　靖治 新潮社 2016/11/1

63 文庫本 決算書がおもしろいほどわかる本 石島　洋一 ＰＨＰ文庫 2016/10/1

64 文庫本 カンタ 石田 　衣良 文春文庫 2016/3/2

65 文庫本 コンカツ？ 石田 　衣良 文春文庫 2016/6/1

66 文庫本 スイングアウト・ブラザース 石田 　衣良 光文社文庫 2016/9/1

67 文庫本 チッチと子 石田 　衣良 新潮文庫 2016/10/10

68 文庫本 余命一年のスタリオン　上 石田 　衣良 文春文庫 2017/4/7

69 文庫本 余命一年のスタリオン　下 石田 　衣良 文春文庫 2017/4/7

70 単行本 いねむり先生 伊集院　静 集英社 2016/3/1

71 単行本 いろいろあった人へ　大人の流儀 伊集院　静 講談社 2018/5/26

72 単行本 大人の流儀 伊集院　静 講談社 2016/3/1

73 単行本 不運と思うな 伊集院　静 講談社 2016/11/1

74 単行本 許す力 伊集院　静 講談社 2017/4/1
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75 単行本 「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 磯田　道史 NHK出版 2018/5/26

76 単行本 日本史の内幕 磯田　道史 中公新書 2018/1/30

77 単行本 100歳人生を生きるヒント 五木　寛之 日経プレミアシリーズ 2018/2/14

78 文庫本 悪左府の女 伊藤　潤 文藝春秋 2018/2/14

79 文庫本 スリープ 乾　くるみ 角川春樹事務所 2016/10/3

80 文庫本 思い出は満たされないまま 乾　緑朗 集英社文庫 2019/2/7

81 単行本 彼方の友へ 伊吹　有喜 実業之日本社 2018/2/14

82 単行本 屍人荘の殺人 今村　昌弘 東京創元社 2019/3/13

83 単行本 魔眼のはこの殺人 今村　昌弘 東京創元社 2019/3/11

84 写真集 ねことじいちゃん 岩合　光昭 クレビス 2019/1/17

85 文庫本 ねことはな 岩合　光昭 IWACOS BOOK 2018/5/26

86 文庫本 マナー以前の社会人常識 岩下　宣子 講談社 2016/12/24

87 単行本 うめ婆行状記 宇江佐　真理 朝日新聞出版 2016/3/1

88 単行本 古手屋喜十為事覚え 宇江佐　真理 新潮社 2016/11/1

89 文庫本 ドラッカー時代を超える言葉 上田　惇生 ダイヤモンド社 2016/11/1

90 単行本 ニムロッド 上田　岳弘 講談社 2019/2/1

91 単行本 おひとりさまの最期 上野　千鶴子 朝日新聞出版 2016/3/1

92 単行本 鹿の王　上 上橋　菜穂子 角川書店 2016/7/1

93 単行本 鹿の王　下 上橋　菜穂子 角川書店 2016/7/1

94 文庫本 村岡花子の世界 内田　静枝 河出書房新社 2017/2/14

95 文庫本 浅見光彦殺人事件 内田　康夫 角川文庫 2016/3/1

96 文庫本 天地明察　上 冲方　丁 角川文庫 2016/11/1

97 文庫本 天地明察　下 冲方　丁 角川文庫 2016/11/1

98 文庫本 マルドゥック・アノニマス　１ 冲方　丁 ハヤカワ文庫 2016/12/24

99 文庫本 光圀伝　上 冲方　丁 角川文庫 2017/1/10

100 文庫本 光圀伝　下 冲方　丁 角川文庫 2017/2/1

101 文庫本 もらい泣き 冲方　丁 集英社文庫 2017/2/18

102 単行本 みんなの囲碁入門 梅沢　由香里 池田書店 2017/2/1

103 単行本 ウェブ時代をゆく 梅田　望夫 ちくま新書 2016/3/1

104 新書 年収１億円人生計画 江上　治 経済界 2016/11/1

105 文庫本 左岸　上 江國　香織 集英社 2016/6/23

106 文庫本 左岸　下 江國　香織 集英社 2016/6/30

107 文庫本 潜航！日本海海戦ユニコーン 大石　英司 文芸社文庫 2017/6/30

108 文庫本 生贄のマチ 大沢 　在昌 角川文庫 2016/3/1

109 単行本 俺はエージェント 大沢 　在昌 小学館 2018/2/14

110 文庫本 解放者 大沢 　在昌 角川文庫 2016/3/1

111 文庫本 語りつづけろ、届くまで 大沢 　在昌 講談社 2016/3/1
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112 文庫本 北の狩人　上 大沢 　在昌 幻冬舎文庫 2016/3/2

113 文庫本 北の狩人　下 大沢 　在昌 幻冬舎文庫 2016/3/2

114 文庫本 黒の狩人　上 大沢 　在昌 幻冬舎 2016/4/1

115 文庫本 黒の狩人　下 大沢 　在昌 幻冬舎 2016/4/1

116 文庫本 十字架の王女 大沢 　在昌 角川文庫 2016/8/1

117 文庫本 砂の狩人　上 大沢 　在昌 幻冬舎文庫 2016/10/1

118 文庫本 砂の狩人　下 大沢 　在昌 幻冬舎文庫 2016/10/1

119 文庫本 冬芽の人 大沢 　在昌 新潮文庫 2016/11/1

120 文庫本 涙はふくな凍るまで 大沢 　在昌 講談社文庫 2016/11/1

121 文庫本 走らなあかん、夜明けまで 大沢 　在昌 講談社文庫 2016/11/1

122 文庫本 標的はひとり 大沢 　在昌 角川文庫 2017/6/30

123 文庫本 やぶへび 大沢 　在昌 講談社文庫 2017/3/1

124 文庫本 ライアー 大沢 　在昌 新潮文庫 2017/6/30

125 文庫本 らんぼう 大沢 　在昌 角川文庫 2017/6/30

126 文庫本 老後に破産しないお金の話 大竹　のり子 成美堂出版 2016/3/12

127 文庫本 つり球 大野　俊哉 ＭＦ文庫 2016/10/10

128 単行本 だから、あなたも生きぬいて 大平　光代 講談社 2018/3/8

129 単行本 日本の論点 大前　研一　 プレジデント社 2016/11/1

130 文庫本 風の邦、星の渚 ルーズスフェント興亡紀 上 小川　一水 ハルキ文庫 2016/3/1

131 文庫本 風の邦、星の渚 ルーズスフェント興亡紀 下 小川　一水 ハルキ文庫 2016/3/1

132 文庫本 天涯の砦 小川　一水 早川書房 2016/11/1

133 単行本 キラキラ共和国 小川　糸　 幻冬舎 2017/11/11

134 文庫本 人質の朗読会 小川　洋子 中央公論社 2016/11/1

135 単行本 海の見える理髪店 荻原 浩 集英社 2016/3/1

136 単行本 海馬の尻尾 荻原 浩 光文社 2018/2/14

137 単行本 ストロベリーライフ 荻原 浩 毎日新聞出版 2016/10/1

138 文庫本 イン・ザ・プール 奥田　英朗 文春文庫 2017/9/28

139 単行本 ズボラ―さんのたのしい朝ごはん 小田　眞規子・大町　正人 文響社 2018/12/28

140 単行本 たのしい朝ごはん 小田　眞規子 文響社 2018/11/20

141 単行本 ひと 小野寺　史宣 祥伝社 2019/3/11

142 単行本 蜜蜂と遠雷 恩田　陸 幻冬舎 2017/2/1

【カ行】

143 単行本 世界でもっとも有名なシェフ　カーネル・サンダースの自伝 カーネルサンダース 日本ＫＦＣ 2016/10/3

144 単行本 スカラムーシュ・ムーン 海堂　尊 新潮社 2016/9/1

145 文庫本 ワイルドソウル　上 垣根　亮介 幻冬舎 2016/3/1

146 文庫本 ワイルドソウル　下 垣根　亮介 幻冬舎 2016/3/1

147 単行本 ひそやかな花園 角田　光代 毎日新聞社 2018/6/28
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【カ行】

148 文庫本 森に眠る魚 角田　光代 双葉文庫 2017/6/30

149 単行本 異性 角田　光代・穂村　弘 河出書房 2016/3/1

150 文庫本 鴨川食堂おまかせ 柏井　壽 小学館文庫 2017/6/30

151 新書 口のきき方 梶原 　しげる 新潮社 2016/3/31

152 文庫本 日の名残り カズオ・イシグロ ハヤカワ文庫 2017/10/28

153 単行本 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ 早川書房 2017/10/28

154 文庫本 わたしを離さないで カズオ・イシグロ ハヤカワ文庫 2017/10/28

155 新書 お金は銀行に預けるな 勝間　和代 光文社 2016/3/1

156 文庫本 中国料理の迷宮 勝見　洋一 朝日文庫 2016/10/10

157 文庫本 我慢ならない女 桂　望実 光文社文庫 2017/6/30

158 単行本 銀河鉄道の父 門井　慶喜 講談社 2018/1/30

159 単行本 はじめての幼児食 加藤　初枝 小学館 2016/11/1

160 文庫本 信長の棺　上 加藤　廣 文春文庫 2016/11/1

161 文庫本 信長の棺　下 加藤　廣 文春文庫 2016/11/1

162 単行本 極夜行 角幡　唯介 文藝春秋 2018/12/13

163 文庫本 王様ゲーム　 金沢　伸明 双葉文庫 2016/3/1

164 文庫本 王様ゲーム　終極 金沢　伸明 双葉社 2016/3/1

165 単行本 スッキリ落ちついた暮らし６９のヒント 金子　由紀子 世界文化社 2017/7/29

166 文庫本 未来の年表 河合　雅司 講談社現代新書 2017/10/28

167 単行本 あこがれ 川上　未映子 新潮社 2016/3/1

168 単行本 ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子 新潮社 2018/5/26

169 単行本 思い出が消えないうちに 川口　俊和 サンマーク出版 2018/10/23

170 単行本 虹色ほたる 川口　雅幸 アルファポリス文庫 2018/6/28

171 文庫本 二度寝で番茶 木皿　泉 双葉社 2016/11/1

172 文庫本 道草 木皿　泉 河出文庫 2017/1/1

173 文庫本 昨夜のカレー、明日のパン 木皿　泉 河出文庫 2017/3/10

174 文庫本 昨夜のカレー、明日のパン２ 木皿　泉 河出文庫 2017/3/10

175 単行本 愛のかたち 岸　恵子 文芸春秋 2017/10/28

176 単行本 わりなき恋 岸　恵子 幻冬舎 2016/3/1

177 文庫本 わりなき恋 岸　恵子 幻冬舎 2016/3/1

178 文庫本 新世界より　上 貴志　祐介 講談社文庫 2016/8/1

179 文庫本 新世界より　中 貴志　祐介 講談社文庫 2016/8/8

180 文庫本 新世界より　下 貴志　祐介 講談社文庫 2016/8/8

181 文庫本 雀蜂 貴志　祐介 ＫＡＯＫＡＷＡ 2016/9/1

182 単行本 ちょっと今から仕事やめてくる 北川　恵海 メディアワークス文庫 2017/9/28

183 新書 新しい道徳 北野　武 幻冬舎新書 2016/3/1

184 文庫本 ファントムピークス 北林　一光 角川文庫 2016/11/1
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【カ行】

185 単行本 中野のお父さん 北村　薫 文藝春秋 2016/11/1

186 単行本 美人はこれを食べている 木下　あおい 大和書房 2016/11/1

187 文庫本 オジいサン 京極　夏彦 中公文庫 2016/3/1

188 文庫本 数えずの井戸 京極　夏彦 角川文庫 2016/3/1

189 文庫本 死ねばいいのに 京極　夏彦 講談社文庫 2016/7/1

190 文庫本 遠野物語拾遺 京極　夏彦 角川文庫 2016/11/1

191 文庫本 豆腐小僧双六道中 京極　夏彦 角川文庫 2016/11/1

192 文庫本 百鬼夜行―陰 京極　夏彦 文春文庫 2016/11/1

193 文庫本 百鬼夜行―陽 京極　夏彦 文春文庫 2016/11/1

194 文庫本 幽談 京極　夏彦 株式会社メディアファクトリー 2017/3/1

195 文庫本 ルー=ガルー２　相容れぬ悪魔　上 京極　夏彦 講談社文庫 2017/6/1

196 文庫本 ルー=ガルー２　相容れぬ悪魔　下 京極　夏彦 講談社文庫 2017/6/1

197 単行本 だから荒野 桐野　夏生 毎日新聞社 2016/10/10

198 単行本 ハピネス 桐野　夏生 光文社 2016/11/1

199 単行本 路上のＸ 桐野　夏生 朝日新聞出版 2018/2/14

200 単行本 版画のはらのうたⅠ くどう　なおこ　他 童話屋

201 文庫本 海峡の鎮魂歌 熊谷　達也 新潮文庫 2016/3/1

202 新書 戦略思考入門 グロービス経営大学院 ダイヤモンド社 2016/10/10

203 単行本 小さいころに置いてきたもの 黒柳　徹子 新潮社 2016/10/10

204 単行本 スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニカル 大和書房 2016/9/2

205 文庫本 大聖堂　上 ケン・フォレッド ソフトバンク文庫 2016/10/10

206 文庫本 大聖堂　中 ケン・フォレッド ソフトバンク文庫 2016/10/10

207 文庫本 大聖堂　下 ケン・フォレッド ソフトバンク文庫 2016/10/10

208 文庫本 ブッダの言葉 小池　龍之介 ディスカバー21 2016/11/1

209 文庫本 いなくなれ、群青 河野　裕 新潮文庫 2016/3/1

210 単行本 いのちの授業 小粥　和子 文芸社文庫 2018/6/28

211 文庫本 陽だまりの彼女 越谷　オサム 新潮文庫 2016/11/1

212 単行本 身近な人が亡くなった後の手続きのすべて 児島　明日美　他 自由国民社 2017/1/1

213 単行本 医者が考案した「長生きみそ汁」 小林　弘幸 アスコム 2018/11/20

214 単行本 死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい 小林　弘幸 幻冬舎 2017/11/11

215 新書 小さくても強い会社の変化をチャンスにするマネジメント 小宮　一義 ＰＨＰビジネス新書 2016/10/10

216 新書 変化をチャンスにするマネジメント 小宮　一義 PHPビジネス新書 2017/11/17

217 文庫本 そして父になる 是枝　博一・佐野　昭 宝島社 2016/10/10

218 文庫本 タルト・タタンの夢 近藤　文江 東京創元社 2016/10/10

【サ行】

219 単行本 銀杏手ならい 西條　奈加 祥伝社 2018/1/30

220 文庫本 いい言葉はいい人生をつくる 斎藤　茂太 成美堂出版 2016/3/1
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単行本・文庫本・新書 図書一覧表（あいうえお順） 2019年10月現在

種類 書名 著者名 出版社 配架日

【サ行】

221 新書 学問のすすめ 齋藤　孝 ちくま新書 2016/3/1

222 文庫本 西原理恵子の太腕繁盛期 西原　理恵子 新潮文庫 2016/10/1

223 文庫本 和菓子のアン 坂木　司 光文社 2016/3/1

224 単行本 娘になった妻、のぶ代へ 砂川　啓介 双葉社 2017/2/1

225 単行本 砂上 桜木　柴乃 角川書店 2017/12/9

226 単行本 裸の華 桜木　紫乃 集英社 2018/6/28

227 文庫本 ホテルローヤル 桜木　紫乃 集英社 2016/12/1

228 文庫本 Ａｌｌ　Ｙｏｕ　Ｎｅｅｄ　Ｉｓ　Ｋｉｌｌ 桜坂　洋 集英社スーパーダッシュ文庫 2016/3/1

229 文庫本 私の男 桜庭　一樹 株式会社文藝春秋 2016/6/30

230 単行本 英龍伝 佐々木　譲 毎日新聞出版 2018/2/14

231 新書 そうか君たちは課長になったのか 佐々木　恒夫 ＷＡＶＥ出版 2016/10/10

232 文庫本 遺産 笹本　稜平 小学館 2016/3/1

233 文庫本 所轄魂 笹本　稜平 徳間書店 2016/8/1

234 文庫本 その峰の彼方 笹本　稜平 文藝春秋 2016/10/10

235 文庫本 南極風 笹本　稜平 祥伝社 2016/11/1

236 文庫本 破断越境捜査３ 笹本　稜平 双葉社 2016/11/1

237 単行本 銀河食堂の夜 さだ　まさし 幻冬舎 2018/10/23

238 単行本 愛子の小さな冒険 佐藤　愛子 青志社 2018/2/14

239 単行本 90歳。何がめでたい 佐藤　愛子 小学館 2017/9/13

240 単行本 イケメンゴリラ さとう　あきら 大和出版 2016/3/1

241 単行本 月の満ち欠け 佐藤　正午 岩波書店 2017/8/12

242 単行本 身の上話 佐藤　正午 光文社 2017/2/1

243 文庫本 交渉術 佐藤　優 文春文庫 2016/5/1

244 新書 国家情報戦略 佐藤　優 講談社＋α新書 2016/5/1

245 文庫本 国家の崩壊 佐藤　優 角川文庫 2016/6/1

246 文庫本 死を語る 佐藤　優 PHP 2019/2/7

247 新書 修羅場の極意 佐藤　優 中公新書ラクレ500 2016/8/1

248 新書 人間の叡智 佐藤　優 文藝春秋 2016/11/1

249 文庫本 甦るロシア帝国 佐藤　優 文春文庫 2017/4/6

250 文庫本 甦るロシア帝国 佐藤　優 文春文庫

251 文庫本 「いい人」は成功者になれない！ 里中　李生 王様文庫 2016/3/1

252 文庫本 昭和の消えた仕事図鑑 澤宮　優 原書房 2016/8/1

253 文庫本 カジュアル・ベイカンシー　突然の空席　１ Ｊ．Ｋローリング 講談社文庫 2016/3/1

254 文庫本 カジュアル・ベイカンシー　突然の空席　２ Ｊ．Ｋローリング 講談社文庫 2016/3/1

255 単行本 フランス人は10着しか服を持たない ジェニファー・Ｌ・スコット 大和書房 2016/11/1

256 単行本 フランス人は10着しか服を持たない　２ ジェニファー・Ｌ・スコット 大和書房 2016/11/1

257 単行本 スキン・コレクター ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 2016/9/1
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単行本・文庫本・新書 図書一覧表（あいうえお順） 2019年10月現在

種類 書名 著者名 出版社 配架日

【サ行】

258 単行本 どんまい 重松　清 講談社 2018/11/20

259 単行本 犯人に告ぐ 雫井　脩介 双葉社 2018/3/1

260 新書 １０３歳になってわかったこと 篠田　桃紅 幻冬舎新書 2016/11/1

261 単行本 関ケ原　上 司馬　遼太郎 新潮文庫 2017/9/16

262 単行本 関ケ原　中 司馬　遼太郎 新潮文庫 2017/9/16

263 単行本 関ケ原　下 司馬　遼太郎 新潮文庫 2017/9/16

264 文庫本 日本怪魚伝 柴田　哲孝 角川文庫

265 新書 くじけないで 柴田　トヨ 光邦 2016/3/31

266 文庫本 激流　上 柴田　よしき 徳間書店 2016/5/1

267 文庫本 激流　下 柴田　よしき 徳間書店 2016/5/1

268 文庫本 ねこ町駅前商店街 柴田　よしき 祥伝社 2018/2/14

269 文庫本 ＲＩＫＯ　女神の永遠 柴田　よしき 角川書店 2017/5/1

270 文庫本 佐賀のがばいばぁちゃん 島田　洋七 徳間書房 2018/3/18

271 単行本 ファーストラヴ 島本　理生 文藝春秋 2018/8/2

272 新書 家族という病 下重　暁子 幻冬舎新書 2016/3/1

273 文庫本 隣の家の少女 ジャック・ケッチャム 扶桑社ミステリー 2016/11/1

274 単行本 一億円のさよなら 白石　一文 徳間書店 2018/9/14

275 単行本 プラスチックの祈り 白石　一文 朝日新聞出版 2019/2/10

276 文庫本 ニーチェの言葉 白取　晴彦 ディスカバー21 2016/11/1

277 単行本 宝島 真藤　順丈 講談社 2019/2/10

278 単行本 こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保　裕一 文藝春秋 2018/11/20

279 単行本 今こそ「お金の教養」を身につけなさい 菅下　清廣 ＰＨＰビジネス新書 2016/3/1

280 単行本 東京大田区弁当屋のすごい経営 菅原　勇一朗 扶養社 2019/1/17

281 単行本 ７つの習慣 スティーブン・Ｒ・コヴィー キングベアー出版 2016/11/1

282 文庫本 君の膵臓をたべたい 住野　よる 双葉社 2016/3/9

283 単行本 また、同じ夢を見ていた 住野　よる 双葉社 2016/12/24

284 単行本 世界の絶景・秘境１００ 成美堂出版編集部 成美堂出版 2018/6/28

285 単行本 ベーグル　レシピ　ハンドブック 誠文堂新社編集部 誠文堂新社 2016/11/1

286 文庫本 日本と世界の実力がわかる資源の本 世界博学倶楽部 ＰＨＰ文庫 2016/10/1

287 新書 おちゃめに100歳！ 寂聴さん 瀬尾　まなほ 光文社 2018/1/30

288 単行本 いのち 瀬戸内　寂聴 講談社 2018/2/14

289 単行本 わかれ 瀬戸内　寂聴 新潮社 2016/3/2

290 文庫本 日本の聖域ザ・タブー 選択編集部 新潮文庫 2017/6/30

291 文庫本 身辺整理、わたしのやり方 曽野　綾子 興陽館 2018/2/14

292 新書 人間の分際 曽野　綾子 幻冬舎新書 2016/11/1

293 単行本 晩年の美学を求めて 曽野　綾子 朝日新聞社 2016/11/1
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単行本・文庫本・新書 図書一覧表（あいうえお順） 2019年10月現在

種類 書名 著者名 出版社 配架日

【タ行】

294 文庫本 銀二貫 高田　郁 幻冬舎 2016/3/31

295 文庫本 剣と紅 高殿　円 文春文庫 2016/5/1

296 単行本 ジェノサイド 高野　和明 角川書店 2016/6/30

297 単行本 送り火 高橋　弘希 文藝春秋 2018/8/2

298 文庫本 照柿 上 高村　薫 新潮文庫 2016/10/10

299 文庫本 照柿 下 高村　薫 新潮文庫 2016/10/10

300 単行本 死んでいない者 滝口　悠生 文藝春秋 2016/8/31

301 単行本 ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽　麻子 幻冬舎 2018/10/23

302 文庫本 しあわせになれる「はたらきかた」 武田　双雲 ぴあ 2016/6/30

303 単行本 志麻さんの自宅レシピ タサン　志麻 講談社 2019/3/16

304 新書 家計からみる日本経済 橘木　俊詔 岩波新書 2016/3/1

305 文庫本 共喰い 田中　慎弥 集英社 2016/11/1

306 文庫本 絶望系 谷川　流 新潮文庫日経 2016/10/3

307 文庫本 ハーバードの人生を変える授業 タル・ベン・シャハー 大和書房 2016/11/1

308 文庫本 天使と悪魔　上 ダン・ブラウン 角川文庫 2016/11/1

309 文庫本 天使と悪魔　中 ダン・ブラウン 角川文庫 2016/11/1

310 文庫本 天使と悪魔　下 ダン・ブラウン 角川文庫 2016/11/1

311 単行本 消しゴムはんこはじめまして。 津久井　智子 大和書房 2017/9/13

312 文庫本 サヨナライツカ 辻　仁成 幻冬社文庫 2016/6/30

313 単行本 冷静と情熱のあいだ 辻　仁成 角川書店 2017/6/13

314 新書 かがみの孤城 辻村　深月 ポプラ社 2018/6/2

315 文庫本 家族シアター 辻村　深月 講談社文庫 2019/2/7

316 単行本 噛みあわない会話と、ある過去について 辻村　深月 講談社 2018/8/2

317 単行本 傲慢と善良 辻村　深月 朝日新聞出版 2019/3/11

318 文庫本 凍りのクジラ 辻村　深月 講談社文庫 2019/2/22

319 文庫本 ゼロ、ハチ、ゼル、ナナ 辻村　深月 講談社文庫 2019/2/7

320 文庫本 太陽の坐る場所 辻村　深月 文藝春秋 2016/10/10

321 文庫本 ツナグ 辻村　深月 新潮社 2019/2/7

322 単行本 のび太の月面探査記 辻村　深月 小学館 2019/3/11

323 新書 ルポ　貧困大国アメリカ 堤　未果 岩波書店 2017/6/1

324 文庫本 夜市 恒川　光太郎 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 2017/4/1

325 単行本 埋もれた牙 堂場　瞬一 講談社文庫 2017/6/30

326 単行本 Ｓの継承上 堂場　瞬一 中公文庫 2017/6/30

327 単行本 Ｓの継承下 堂場　瞬一 中公文庫 2017/6/30

328 単行本 親子の肖像 堂場　瞬一 文春文庫 2017/6/30

329 単行本 解 堂場　瞬一 集英社文庫 2017/6/30

330 単行本 共犯捜査 堂場　瞬一 集英社文庫 2017/6/30
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種類 書名 著者名 出版社 配架日

【タ行】

331 単行本 愚者の連鎖 堂場　瞬一 文春文庫 2017/6/30

332 単行本 検証捜査 堂場　瞬一 集英社文庫 2017/6/30

333 単行本 焦土の刑事 堂場　瞬一 講談社 2018/9/14

334 単行本 第四の壁 堂場　瞬一 文春文庫 2017/6/30

335 単行本 特捜本部刑事の挑戦 堂場　瞬一 中公文庫 2017/6/30

336 文庫本 内通者 堂場　瞬一 朝日文庫 2019/2/7

337 文庫本 敗者の噓 堂場　瞬一 文春文庫 2017/6/30

338 単行本 見えざる貌 堂場　瞬一 中公文庫 2017/6/30

339 単行本 潜る女 堂場　瞬一 文春文庫 2017/6/30

340 単行本 誘爆 堂場　瞬一 中公文庫 2017/6/30

341 単行本 ルーキー 堂場　瞬一 中公文庫 2017/6/30

342 文庫本 ちどり亭にようこそ 十三　湊 メディアワークス文庫 2017/6/30

343 単行本 地刺しの連続模様 戸塚刺しゅう 啓佑社 2017/9/29

344 文庫 僕のヤバイ妻 豊田　美加 小学館文庫 2016/11/2

【ナ行】

345 新書 はじめてのジャズ 内藤　遊人 講談社 2016/11/1

346 単行本 『本を売る』という仕事 長岡　義幸 潮出版社 2018/2/2

347 文庫本 楽隊のうさぎ 中沢　けい 新潮社 2016/3/1

348 単行本 長いお別れ 中島　京子 文藝春秋 2016/11/1

349 新書 愚直に実行せよ！ 中谷　巌 ＰＨＰビジネス新書 2016/3/31

350 新書 大往生したけりゃ医療とかかわるな 中村　仁市 幻冬舎新書 2016/10/10

351 単行本 うまいことやる習慣 中村　恒子 すばる舎 2019/2/16

352 単行本 教団Ｘ 中村　文則 集英社 2016/3/9

353 文庫本 西の魔女が死んだ 梨木　香歩 新潮文庫 2016/11/1

354 文庫本 神様のカルテ 夏川　草介 小学館文庫 2016/3/1

355 単行本 神様のカルテ新章 夏川　草介 小学館 2019/2/10

356 文庫本 カタギ　浅草機動捜査隊 鳴海　章 実業之日本社 2016/3/1

357 文庫本 謀略航路 鳴海　章 講談社 2016/11/1

358 単行本 サラバ　上 西　加奈子 小学館 2016/6/30

359 単行本 サラバ　下 西　加奈子 小学館 2016/6/30

360 単行本 地下の鳩 西　加奈子 文藝春秋 2016/10/10

361 文庫本 地下の鳩 西　加奈子 文春文庫 2017/6/30

362 文庫本 ダブルダウン勘繰郎トリプルプレイ助悪郎 西尾　維新 講談社文庫 2016/10/10

363 単行本 横浜発助けあいの心がつむぐまちづくり 西尾　敦史 ミネルヴァ書房 2018/6/28

364 単行本 スタンフォード式最高の睡眠 西野　精治 サンマーク出版 2017/9/29

365 文庫本 西原理恵子の太腕繁盛記 西原　理恵子 新潮文庫 2017/9/12

366 単行本 肺炎がいやならのどを鍛えなさい 西山　耕一郎 飛鳥新社 2017/9/29
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【ナ行】

367 文庫本 すべてはモテるためである 二村　ヒトシ 文庫きんが堂 2016/10/1

368 文庫本 青狼記　上 楡　周平 講談社 2016/10/3

369 文庫本 青狼記　下 楡　周平 講談社 2016/10/3

370 文庫本 愚行録 貫井　徳郎 創元推理文庫 2017/6/30

371 文庫本 愚行録 貫井　徳郎 創元推移文庫

372 単行本 影裏 沼田　真佑 文藝春秋 2017/9/1

373 単行本 つくおき nozomi 光文社 2016/10/10

374 単行本 つくおき　３ nozomi 光文社 2019/3/16

375 単行本 もっと　つくおき nozomi 光文社 2017/2/14

376 単行本 水曜日の凱歌 乃南　アサ 集英社 2016/9/1

【ハ行】

377 単行本 スクラップ・アンド・ビルド 羽田　圭介 文藝春秋 2016/9/1

378 単行本 むすびつき 畠中　恵 新潮社 2018/8/2

379 文庫本 水神　上 帚木　蓬生 新潮文庫 2016/8/31

380 文庫本 水神　下 帚木　蓬生 新潮文庫 2016/9/1

381 新書 新しい詰将棋 羽生　善治 成美堂出版 2016/3/1

382 単行本 みるみる強くなる将棋入門 羽生　善治 池田書店 2017/2/1

383 単行本 みるみる強くなる将棋入門　序盤の指し方 羽生　善治 池田書店 2017/2/1

384 単行本 みるみる強くなる将棋入門　終盤の勝ち方 羽生　善治 池田書店 2017/2/1

385 文庫本 オメガ警察庁諜報課 濱　嘉之 講談社文庫 2016/3/1

386 文庫本 オメガ対中工作 濱　嘉之 講談社文庫 2016/3/1

387 文庫本 完全黙秘 濱　嘉之 文春文庫 2016/3/2

388 文庫本 警視庁情報官ゴーストマネー 濱　嘉之 講談社文庫 2017/6/30

389 文庫本 警視庁情報官サイバージハード 濱　嘉之 講談社文庫 2017/6/30

390 文庫本 警視庁情報官トリックスター 濱　嘉之 講談社文庫 2016/5/1

391 文庫本 警視庁情報官ブラックドナー 濱　嘉之 講談社文庫 2016/5/1

392 文庫本 警視庁情報局シークレット・オフィサー 濱　嘉之 講談社文庫 2016/5/1

393 文庫本 警視庁特別捜査官藤江康央　電子の標的 濱　嘉之 文春文庫 2016/5/1

394 文庫本 サイバージハード 濱　嘉之 講談社文庫 2016/6/5

395 文庫本 聖域侵犯 濱　嘉之 文春文庫 2016/10/3

396 文庫本 政界汚染 濱　嘉之 文春文庫 2016/10/3

397 文庫本 電子の標的 濱　嘉之 講談社 2016/11/1

398 文庫本 ヒトイチ　画像解析 濱　嘉之 講談社 2016/11/1

399 文庫本 ヒトイチ　警視庁人事一課監察係 濱　嘉之 講談社文庫

400 文庫本 列島融解 濱　嘉之 講談社文庫 2016/10/10

401 単行本 天翔ける 葉室　麟 角川書店 2018/1/30

402 単行本 雨と詩人と落花と 葉室　麟 徳間書房 2018/5/26
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単行本・文庫本・新書 図書一覧表（あいうえお順） 2019年10月現在

種類 書名 著者名 出版社 配架日

【ハ行】

403 文庫本 川あかり 葉室　麟 双葉社 2016/3/2

404 単行本 玄鳥去りて 葉室　麟 新潮社 2018/1/30

405 文庫本 辛夷の花 葉室　麟 徳間書店 2016/6/1

406 文庫本 大獄 葉室　麟 文藝春秋 2018/2/14

407 文庫本 蜩の記 葉室　麟 祥伝社 2016/11/1

408 文庫本 ひたむきに生きて　追悼林芳子 林　尚孝 同時代社 2016/11/1

409 新書 新個人主義のすすめ 林　望 集英社 2016/8/1

410 文庫本 白蓮れんれん 林　真理子 集英社 2016/11/1

411 単行本 マイストーリー 林　真理子 朝日新聞出版 2016/12/24

412 単行本 スイートホーム 原田　マハ ポプラ社 2018/5/26

413 文庫本 上海クライシス　上 春江　一也 集英社文庫 2016/8/1

414 文庫本 上海クライシス　下 春江　一也 集英社文庫 2016/8/1

415 単行本 アナログ ビート　たけし 新潮社 2017/9/28

416 文庫本 カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾 光文社文庫 2016/3/1

417 文庫本 さまよう刃 東野　圭吾 角川文庫 2016/6/30

418 文庫本 聖女の救済 東野　圭吾 文藝春秋 2016/10/3

419 文庫本 探偵ガリレオ 東野　圭吾 文藝春秋 2016/10/10

420 単行本 沈黙のパレード 東野　圭吾 文藝春秋 2018/10/24

421 文庫本 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016/11/1

422 単行本 人魚の眠る家 東野　圭吾 幻冬舎 2016/11/1

423 文庫本 白夜行 東野　圭吾 集英社文庫 2016/11/1

424 文庫本 プラチナデータ 東野　圭吾 幻冬舎文庫 2016/11/1

425 文庫本 マスカレードイブ 東野　圭吾 集英社 2016/12/24

426 単行本 マスカレードナイト 東野　圭吾 集英社 2017/9/28

427 文庫本 予知夢 東野　圭吾 文藝春秋 2017/4/1

428 単行本 流 東山　彰良 講談社 2017/5/1

429 文庫本 真田三代　上 火坂　雅志 文春文庫 2016/6/30

430 文庫本 真田三代　下 火坂　雅志 文春文庫 2016/6/30

431 新書 生きていくあなたへ 日野原　重明 幻冬舎 2017/12/9

432 単行本 美しくなりたければ食べなさい 姫野　友美 三笠書房 2018/1/30

433 文庫本 影法師 百田　尚樹 講談社 2016/3/1

434 文庫本 モンスター 百田　尚樹 幻冬舎文庫 2017/2/18

435 単行本 お伊勢まいり 平岩　弓枝 文藝春秋 2018/6/28

436 文庫本 日本人が知っておきたいアフリカ５３ヶ国の全て 平野　克己 レッカ社 2016/11/1

437 文庫本 デッドクルージング 深町　秋生 宝島社文庫 2016/10/10

438 文庫本 亡国のイージス　上 福井　晴敏 講談社 2016/11/1

439 文庫本 亡国のイージス　下 福井　晴敏 講談社 2016/11/1

12 / 16 ページ



単行本・文庫本・新書 図書一覧表（あいうえお順） 2019年10月現在

種類 書名 著者名 出版社 配架日

【ハ行】

440 単行本 ツチハンミョウのギャンブル 福岡　伸一 文藝春秋 2018/11/20

441 文庫本 東京難民　上 福澤　徹三 光文社文庫 2016/11/1

442 文庫本 東京難民　下 福澤　徹三 光文社文庫 2016/11/1

443 単行本 ふたり 福田　隆浩 講談社 2018/6/28

444 文庫本 爪と目 藤野　香織 新潮文庫 2016/10/10

445 新書 １００年に一度のチャンスを掴め！ 藤巻　健史 ＰＨＰビジネス新書 2016/11/1

446 文庫本 名残り火 藤原　伊織 文春文庫 2016/11/1

447 文庫本 この国のけじめ 藤原　正彦 文春文庫 2016/6/1

448 新書 日本人の誇り 藤原　正彦 文藝春秋 2016/11/1

449 文庫本 革命力とリーダーシップ 船川　淳志 日経ビジネス人文庫 2016/3/1

450 文庫本 土佐堀川 古川　智映子 潮文庫 2016/11/1

451 文庫本 Facebookの世界一わかりやすいトリセツ 別冊宝島編集部 宝島社 2016/11/1

452 文庫本 おおかみこどもの雨と雪 細田　守 角川文庫 2016/3/1

453 文庫本 インビジブルレイン 誉田　哲也 光文社文庫 2016/3/1

454 文庫本 歌舞伎町セブン 誉田　哲也 中公文庫 2016/3/1

455 文庫本 ヒトリシズカ 誉田　哲也 双葉社 2016/11/1

456 単行本 プラージュ 誉田　哲也 幻冬舎 2016/11/1

457 文庫本 吉原暗黒譚 誉田　哲也 文春文庫 2017/4/1

【マ行】

458 単行本 医者が教える食事術最強の教科書 牧田　善二 ダイヤモンド社 2019/2/7

459 単行本 劇場 又吉　直樹 新潮社 2017/7/29

460 単行本 火花 又吉　直樹 文藝春秋 2016/11/1

461 単行本 １R１分３４秒 町屋　良平 新潮社 2019/2/1

462 単行本 彼女を愛した遺伝子 松尾　祐一 新潮社 2016/3/1

463 単行本 経済は感情で動く マット・モッテルリーニ 紀伊國屋書店 2016/4/1

464 単行本 おしりだって風邪をひく 松村　奈緒美 三菱ウェルファーマ 2016/3/1

465 単行本 ダブルギアリング　連鎖破綻 真山　仁 角川文庫 2016/10/10

466 文庫本 売国 真山　仁 文春文庫 2017/6/30

467 単行本 愛なき世界 三浦　しをん 中央公論新社 2018/9/14

468 単行本 あの家に暮らす四人の女 三浦　しをん 中央公論者 2016/3/1

469 文庫本 風が強く吹いている 三浦　しをん 新潮社 2016/3/1

470 単行本 船を編む 三浦　しをん 光文社 2016/11/1

471 文庫本 成功のコンセプト 三木谷　浩史 幻冬社文庫 2016/10/3

472 文庫本 ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣 美月　あきこ 祥伝社黄金文庫 2017/9/28

473 文庫本 月の恋人 道尾　秀介 新潮文庫 2016/10/10

474 文庫本 龍神の雨 道尾　秀介 新潮文庫 2017/5/1

475 文庫本 花の鎖 湊　かなえ 文春文庫 2016/11/1
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単行本・文庫本・新書 図書一覧表（あいうえお順） 2019年10月現在

種類 書名 著者名 出版社 配架日

【マ行】

476 単行本 ブロードキャスト 湊　かなえ 角川書店 2018/9/14

477 文庫本 豆の上で眠る 湊　かなえ 新潮文庫 2017/7/29

478 単行本 未来 湊　かなえ 双葉社 2018/5/26

479 単行本 ユートピア 湊　かなえ 集英社 2017/3/1

480 単行本 リバース 湊　かなえ 講談社 2017/5/1

481 単行本 死ぬこと以外かすり傷 箕輪　厚介 幻冬舎 2019/2/10

482 文庫本 蔵　上 宮尾　登美子 中央文庫 2016/3/31

483 文庫本 蔵　下 宮尾　登美子 中央文庫 2016/4/1

484 単行本 緑・花試験　集中講義 三宅　直人 早稲田教育出版 2017/5/15

485 文庫本 羊と鋼の森 宮下　奈都 文藝春秋 2016/11/1

486 単行本 あやかし草紙 宮部　みゆき 角川書店 2018/5/26

487 文庫本 昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき 文藝春秋 2018/12/13

488 単行本 希望荘 宮部　みゆき 小学館 2016/3/2

489 単行本 荒神 宮部　みゆき 朝日新聞出版 2016/5/1

490 文庫本 小暮写真館　上 宮部　みゆき 講談社 2016/5/1

491 文庫本 小暮写真館　下 宮部　みゆき 講談社 2016/5/1

492 単行本 この世の春　上 宮部　みゆき 新潮社 2017/9/12

493 単行本 この世の春　下 宮部　みゆき 新潮社 2017/9/12

494 単行本 桜ほうさら 宮部　みゆき ＰＨＰ文芸文庫 2016/6/30

495 単行本 過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき 角川書店 2016/9/1

496 単行本 ドリームバスター 宮部　みゆき 徳間書店 2016/11/1

497 単行本 ドリームバスター２ 宮部　みゆき 徳間書店 2016/11/1

498 単行本 ペテロの葬列 宮部　みゆき 集英社 2016/11/1

499 文庫本 ペテロの葬列 上 宮部　みゆき 文春文庫 2016/11/1

500 文庫本 ペテロの葬列　下 宮部　みゆき 文春文庫 2016/11/1

501 文庫本 魔術はささやく 宮部　みゆき 新潮文庫 2017/9/28

502 文庫本 Ｒ．Ｐ．Ｇ 宮部　みゆき 集英社 2016/3/1

503 単行本 田園発　港行き自転車　上 宮本　輝 集英社 2018/6/28

504 単行本 田園発　港行き自転車　下 宮本　輝 集英社 2018/6/28

505 文庫本 水のかたち　上 宮本　輝 集英社 2017/1/1

506 文庫本 水のかたち　下 宮本　輝 集英社 2017/1/1

507 文庫本 アンのゆりかご 村岡　恵理 新潮社 2016/3/1

508 単行本 女のいない男たち 村上　春樹 文藝春秋 2016/3/1

509 文庫本 騎士団長殺し第１部 村上　春樹 新潮社 2016/3/2

510 文庫本 騎士団長殺し第２部 村上　春樹 新潮社 2016/3/2

511 単行本 職業としての小説家 村上　春樹 スイッチパブリッシング 2016/8/1

512 単行本 バースデイ・ガール 村上　春樹 新潮社 2018/1/30
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単行本・文庫本・新書 図書一覧表（あいうえお順） 2019年10月現在

種類 書名 著者名 出版社 配架日

【マ行】

513 文庫本 パン屋再襲撃 村上　春樹 文春文庫 2016/11/1

514 文庫本 レキシントンの幽霊 村上　春樹 文藝春秋 2017/3/1

515 単行本 コンビニ人間 村田　紗耶香 文藝春秋 2016/6/1

516 単行本 散歩するネコれんげ荘物語 群　ようこ 角川春樹事務所 2019/1/17

517 文庫本 中国全省を読む事典 モ バンフ 新潮文庫 2016/10/10

518 単行本 嵐　青春プレーバック 元嵐側近スタッフ一同 主婦と生活社 2016/3/1

519 単行本 異類婚姻譚 本谷　有希子 講談社 2016/3/1

520 単行本 熱帯 森見　登美彦 文藝春秋 2018/12/13

521 文庫本 棟居刑事の凶縁 森村　誠一 中公文庫 2018/3/10

【ヤ行】

522 文庫本 証し 矢口　敦子 幻冬舎 2016/3/1

523 文庫本 奇跡の英文法手帳 安河内　哲也 ＰＨＰ文庫 2016/3/2

524 文庫本 キング&クイーン 柳　広司 講談社文庫 2016/3/31

525 単行本 風神雷神　風の章 柳　広司 講談社 2017/10/28

526 単行本 風神雷神　雷の章 柳　広司 講談社 2017/10/28

527 単行本 大家さんと僕 矢部　太郎 新潮社 2018/8/2

528 単行本 カルピスを作った男三島海雲 山川　徹 小学館 2018/9/14

529 文庫本 約束の海 山崎　豊子 新潮文庫 2017/2/25

530 新書 仕事オンチな働き者 山崎　将志 日経プレミアシリーズ 2016/7/1

531 単行本 しんせかい 山下　澄人 新潮社 2016/8/1

532 文庫本 その時までサヨナラ 山田　雄介 文芸社文庫 2016/10/10

533 単行本 友情 山中　伸弥 講談社 2017/11/11

534 単行本 いつもの服をそのまま着ているだけなのになぜだかおしゃれに見える 山本　あきこ ダイヤモンド社 2017/7/29

535 文庫本 背負い富士 山本　一力 文藝春秋 201610/3

536 文庫本 はぐれ牡丹 山本　一力 角川春樹事務所 2016/11/1

537 文庫本 淳子のてっぺん 唯川　恵 幻冬舎 2018/2/14

538 単行本 あまからカルテット 柚木　麻子 文春文庫 2019/2/7

539 文庫本 伊藤くん　AtoE 柚木　麻子 幻冬舎 2019/2/7

540 単行本 幹事のアッコちゃん 柚木　麻子 双葉社 2017/9/28

541 新書 本屋さんのダイアナ 柚木　麻子 新潮社 2016/12/1

542 文庫本 ランチのアッコちゃん 柚木　麻子 双葉文庫 2017/4/10

543 単行本 ランチのアッコちゃん 柚木　麻子 双葉文庫 2017/4/20

544 文庫本 私にふさわしいホテル 柚木　麻子 新潮文庫 2019/2/7

545 文庫本 アインシュタインの言葉 弓場　隆 ディスカバー21 2016/3/1

546 文庫本 エヴェレスト神々の山嶺 夢枕　獏 角川文庫 2017/6/30

547 文庫本 大江戸釣客伝　上 夢枕　獏 講談社 2016/3/1

548 文庫本 大江戸釣客伝　下 夢枕　獏 講談社 2016/3/1
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単行本・文庫本・新書 図書一覧表（あいうえお順） 2019年10月現在

種類 書名 著者名 出版社 配架日

【ヤ行】

549 文庫本 陰陽師　酔月ノ巻 夢枕　獏 文春文庫 2016/3/1

550 文庫本 陰陽師　蒼候ノ巻 夢枕　獏 文春文庫 2016/3/1

551 文庫本 陰陽師　醍醐ノ巻 夢枕　獏 文春文庫 2016/3/1

552 文庫本 陰陽師　瀧夜叉姫　上 夢枕　獏 文春文庫 2016/3/1

553 文庫本 陰陽師　瀧夜叉姫　下 夢枕　獏 文春文庫 2016/3/1

554 文庫本 陰陽師　天鼓ノ巻 夢枕　獏 文春文庫 2016/3/1

555 文庫本 陰陽師　夜光杯ノ巻 夢枕　獏 文春文庫 2016/3/1

556 単行本 はじめての囲碁 依田　紀基 池田書店 2016/11/1

557 新書 バカの壁 養老　孟司 新潮社 2016/11/1

558 文庫本 クライマーズ・ハイ 横山　秀夫 文藝春秋 2016/4/1

559 単行本 ノースライト 横山　秀夫 新潮社 2019/3/11

560 単行本 ロクヨン６４ 横山　秀夫 文藝春秋 2018/6/28

561 単行本 かわいいイラストＢＯＯＫ よしい　ちひろ ピエ・ブックス 2016/3/2

562 新書 デッドライン決断術 吉越　浩一郎 祥伝社 2016/10/10

563 新書 98歳。心して一人を楽しく生きる 吉沢　久子 海竜社 2018/1/30

564 単行本 100歳の100の知恵 吉沢　久子 中央公論新社 2018/8/2

565 文庫本 怒り　上 吉田　修一 中公文庫 2016/3/1

566 文庫本 怒り　下 吉田　修一 中公文庫 2016/3/1

567 単行本 続横道世之介 吉田　修一 中央公論新社 2019/3/11

568 単行本 平成猿蟹合戦図 吉田　修一 朝日新聞出版 2016/11/1

569 単行本 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎 マガジンハウス 2017/12/2

570 単行本 スタバではグランデを買え！ 吉本　佳生 ダイヤモンド社 2016/9/1

571 単行本 本と鍵の季節 米澤　穂信 集英社 2019/2/10

【ラ行】

572 単行本 ラピーナ　アイラブ東京 ラ・ピーナ 学研 2019/2/7

573 文庫本 隠れ菊　上 連城　三紀彦 文庫集英社文庫 2019/2/7

574 文庫本 隠れ菊　下 連城　三紀彦 文庫集英社文庫 2019/2/7

【ワ行】

575 単行本 おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子 河出書房新社 2018/2/10

576 新書 人は「感情」から老化する 和田　秀樹 祥伝社 2016/11/1

577 単行本 自分を好きになりたい わたなべ　ぽん 幻冬舎 2018/11/20

578 単行本 ウォーク・イン・クローゼット 綿矢　りさ 講談社 2016/3/1

16 / 16 ページ


