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タイトル 著者 出版社 請求記号

横浜駅ＳＦ
柞刈湯葉／著　
田中達之／画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913ｲ

掟上今日子の裏表紙 西尾維新／著 講談社 913ﾆ9

横浜大戦争 蜂須賀敬明／著 文藝春秋 913ﾊ

しゃばけ　１５　おおあたり 畠中恵／著 新潮社 913ﾊ15

しゃばけ　１６　とるとだす 畠中恵／著 新潮社 913ﾊ16

神様の裏の顔 藤崎翔／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913ﾌ

検察側の罪人 雫井脩介／著 文藝春秋 913ｼ

落語魅捨理（ミステリ）全集
－坊主の愉しみ－

山口雅也／著 講談社 913ﾔ

パーマネント神喜劇 万城目学／著 新潮社 913ﾏ

女の子が生きていくときに、
  覚えていてほしいこと

西原理恵子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914ｻ

水族館ガール　１ 木宮条太郎／著 実業之日本社 913ﾓ1

水族館ガール　２ 木宮条太郎／著 実業之日本社 913ﾓ2

水族館ガール　３ 木宮条太郎／著 実業之日本社 913ﾓ3

水族館ガール　４ 木宮条太郎／著 実業之日本社 913ﾓ4

体育座りで、空を見上げて 椰月美智子／著 幻冬舎 913ﾔ

料理人季蔵捕物控　３３　
うに勝負

和田はつ子／著 角川春樹事務所 913ﾜ33

日の名残り
カズオ・イシグロ／著

土屋　政雄／訳
早川書房 933ｲ
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フロスト始末　上
Ｒ．Ｄ．ウィングフィールド／著　

芹澤恵／訳
東京創元社 933ｳ6-1

フロスト始末　下
Ｒ．Ｄ．ウィングフィールド／著　

芹澤恵／訳
東京創元社 933ｳ6-2

にんじゃざむらい　ガムチョコバナナ　
エビフライてんぐのまき

原ゆたか／さく・え　
原京子／さく・え

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 91ﾆ1

にんじゃざむらい　ガムチョコバナナ　
大どろぼう五えもんのまき

原ゆたか／さく・え　
原京子／さく・え

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 91ﾆ2

にんじゃざむらい　ガムチョコバナナ　
スカイとりいのまき

原ゆたか／さく・え　
原京子／さく・え

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 91ﾆ3

にんじゃざむらい　ガムチョコバナナ　
ばけものりょかんのまき

原ゆたか／さく・え　
原京子／さく・え

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 91ﾆ4

ほねほねザウルス　１７
はっけん！かいていおうこくホネランティス

カバヤ食品株式会社／原案・監修　
ぐるーぷ・アンモナイツ／作・絵

岩崎書店 91ﾎ17

都会（まち）のトム＆ソーヤ　１４　
 《夢幻》　下巻

はやみねかおる／著　
にしけいこ／画

講談社
91ﾏ
14-2

魔法の庭ものがたり　１９
時間の女神のティータイム

あんびるやすこ／著 ポプラ社 91ﾏ19

悪ガキ７　５ 
 
人工知能は悪ガキを救う！？

宗田理／著 静山社 91ﾜ5

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　７ 廣嶋玲子／作　ｊｙａｊｙａ／絵 偕成社 91ﾌ7

１２歳。　７  まもりたい
まいた菜穂／原作・イラスト　

辻みゆき／著
小学館 91ｼﾞ7

１２歳。　８  すきなひとがいます
まいた菜穂／原作・イラスト　

辻みゆき／著
小学館 91ｼﾞ8

暗号クラブ　９　
暗号クラブ、日本へ！

ペニー・ワーナー／著　
番由美子／訳　

ヒョーゴノスケ／絵
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93ｱ9

ウォーリアーズ　Ⅳ－３　夜のささやき
エリン・ハンター／作　

高林由香子／訳
小峰書店

93ｳ
4-3

ホーキング博士の
 スペース・アドベンチャー　Ⅱ－２
宇宙の生命　－青い星の秘密－

ルーシー・ホーキング／作　
スティーヴン・ホーキング／作　

さくまゆみこ／訳　
佐藤勝彦／監修

岩崎書店
93ｳ
2-2

メアリと魔女の花　－新訳－
メアリー・スチュアート／作　

越前敏弥／訳　中田有紀／訳　
ＹＵＭＥ／挿絵

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93ﾒ
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いちにちじごく
ふくべあきひろ／さく　
かわしまななえ／え

ＰＨＰ研究所 Eｲ8

うそみーるめがね いわむらかずお／文・絵 復刊ドットコム Eｳ

おしりたんてい　
ププッおしりたんていがふたりいる！？

トロル／さく・え ポプラ社 Eｵ6

たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやまただし／作・絵 すずき出版 Eﾀ

わんぱくだんのおかしなおかしや
ゆきのゆみこ／作　

上野与志／作　末崎茂樹／絵
ひさかたチャイルド Eﾜ

電車のハシに座る人は、成功できない
－なぜ、あの人は「仕事ができる」のか？－

内藤誼人／著 大和書房 159ﾃﾞ

昭和ジャズ喫茶伝説 平岡正明／著 平凡社 764シ

吉野　弘詩集 吉野　弘／著 角川春樹事務所 911ヨ

アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂幸太郎／著 東京創元社 913イ

空也十番勝負　青春篇
声なき蟬　(上)

佐伯泰英／著 双葉社 913サ

空也十番勝負　青春篇
声なき蟬　(下)

佐伯泰英／著 双葉社 913サ

新・酔いどれ小籐次　(五)
柳に風

佐伯泰英／著 文藝春秋 913サ

新・酔いどれ小籐次　(六)
らくだ

佐伯泰英／著 文藝春秋 913サ

新・酔いどれ小籐次　(七)
大晦り

佐伯泰英／著 文藝春秋 913サ

新・酔いどれ小籐次　(八)
夢三夜

佐伯泰英／著 文藝春秋 913サ

新・酔いどれ小籐次　(九)
船参宮

佐伯泰英／著 文藝春秋 913サ

口入屋用心棒　３８　
武者鼠の爪

鈴木英治／著 双葉社 913ス38

風の市兵衛　１９
遠き潮騒

辻堂　魁／著 祥伝社 913ツ19
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風の市兵衛　２０
架け橋

辻堂　魁／著 祥伝社 913ツ20

冠・婚・葬・祭 中島京子／著 筑摩書房 913ナ

≪貸出禁止資料≫
豆図鑑　　外国産

雑豆輸入基金協会／著 雑豆輸入基金協会 R626マ
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