
書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

夜行観覧車 湊かなえ著 双葉社 2010.6 100117699 913.6||Mi

Nのために 湊かなえ著 東京創元社 2010.1 100116862 913.6||Mi

豆の上で眠る (新潮文庫:10730, み-56-2) 湊かなえ著 新潮社 2017.7 500003219 B913.6||Min||

流星の絆 東野圭吾著 講談社 2008.3 100114200 913.6||Hi

マスカレード・ナイト 東野圭吾著 集英社 2017.9 100122306 913.6||Hi||

真夏の方程式 東野圭吾著 文藝春秋 2011.6 100118645 913.6||Hi

プラチナデータ 東野圭吾著 幻冬舎 2010.6 100117907 913.6||Hi

人魚の眠る家 (幻冬舎文庫) 東野圭吾 [著] 幻冬舎 2018.5 500003297 B913.6||Hig

探偵ガリレオ (文春文庫:[ひ-13-2]) 東野圭吾著 文藝春秋 2002.2 500000511 B913.6||Hig

シャーロック・ホームズの冒険 改版 (新潮文庫) コナン・ドイル[著]/延原謙訳 新潮社 1973 110054038 B930||Doy

黄金の羅針盤 上巻 (新潮文庫:フ-47-1, フ-47-2,)

フィリップ・プルマン [著]/大久保寛
訳 新潮社 2003.11 110054042 B930||Pul||1

黄金の羅針盤 下巻 (新潮文庫:フ-47-1, フ-47-2,)

フィリップ・プルマン [著]/大久保寛
訳 新潮社 2003.11 110054043 B930||Pul||2

向日葵の咲かない夏 (新潮文庫:8484, み-40-1) 道尾秀介著 新潮社 2008.8 500000353 B913.6||Mic
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旧校舎怪談 (角川文庫:22204, [お72-11]. ゴースト
ハント:1) 小野不由美 [著] KADOKAWA 2020.6 500003944 B913.6||Ono||1

人形の檻 (角川文庫:22205, [お72-12]. ゴーストハ
ント:2) 小野不由美 [著] KADOKAWA 2020.6 500003945 B913.6||Ono||2

乙女ノ祈リ (角川文庫:22326, [お72-13]. ゴースト
ハント:3) 小野不由美 [著] KADOKAWA 2020.9 500003946 B913.6||Ono||3

マリアビートル 伊坂幸太郎著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) 2010.9 100118706 913.6||Is

グラスホッパー (角川文庫:14680) 伊坂幸太郎 [著]

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) , 2007.6 500000546 B913.6||Isa

重力ピエロ (新潮文庫:い-69-3) 伊坂幸太郎著 新潮社 2006.7 500000357 B913.6||Isa

鍵の掛かった男 (幻冬舎文庫:[あ-23-2]) 有栖川有栖 [著] 幻冬舎 2017.10 500003375 B913.6||Ari

京都寺町三条のホームズ (双葉文庫:も-17-01) 望月麻衣著 双葉社 2015.4 500003233 B913.6||Moc||1

スロウハイツの神様 上 (講談社文庫:[つ-28-7]-[つ-

28-8]) 辻村深月 [著] 講談社 2010.1 500003184 B913.6||Tsu||1

スロウハイツの神様 下 (講談社文庫:[つ-28-7]-[つ-

28-8]) 辻村深月 [著] 講談社 2010.1 500003185 B913.6||Tsu||2

栞子さんと謎めく日常 (メディアワークス文
庫:0106. ビブリア古書堂の事件手帖:2) 三上延 [著]

アスキー・メディアワークス
/角川グループパブリッシン
グ (発売) 2011.10 500001214 B913.6||Mik||2

火車 (新潮文庫:み-22-8) 宮部みゆき著 新潮社 1998.2 110054095 B913.6||Miy

悪人 上 (朝日文庫) 吉田修一著 朝日新聞出版 2009.11 500000734 B913.6||Yos||1
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悪人 下 (朝日文庫) 吉田修一著 朝日新聞出版 2009.11 500000735 B913.6||Yos||2

謎解きはディナーのあとで [1] 東川篤哉著 小学館 2010.9- 100118675 913.6||Hi

八日目の蝉 角田光代著 中央公論新社 2007.3 100113933 913.6||Ka

ジョーカー・ゲーム 柳広司著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) , 2008.8 100117052 913.6||Ya

ダブル・ジョーカー 柳広司著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) , 2009.8 100116865 913.6||Ya

アリスと紫式部 (集英社オレンジ文庫:[し1-1]. 下鴨
アンティーク:[1]) 白川紺子著 集英社 2015.1 500003969 B913.6||Shi

イニシエーション・ラブ (文春文庫:[い-66-1]) 乾くるみ著 文藝春秋 2007.4 500001091 B913.6||Inu

空飛ぶ馬 (創元推理文庫) 北村薫著 東京創元社 1994.4 500003962 B913.6||Kit

土漠の花 (幻冬舎文庫:つ-10-1) 月村了衛 [著] 幻冬舎 2016.8 500003963 B913.6||Tsu

スマホを落としただけなのに (宝島社文庫:Cし-7-

1. [このミス大賞]) 志駕晃著 宝島社 2017.4 500003295 B913.6||Shi

あなたもスマホに殺される (角川文庫:21450) 志駕晃 [著] KADOKAWA 2019.2 500003953 B913.6||Shi

わたしを離さないで (ハヤカワepi文庫:epi51,

6344) カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳 早川書房 2008.8 500003180 B933.7||Ish||

牧師館の殺人 35 (ハヤカワ文庫:5250. クリス
ティー文庫:35) アガサ・クリスティー著/田村隆一訳 早川書房 2003.10 110053048 B930||Chr
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そして誰もいなくなった (ハヤカワ文庫:6789. ク
リスティー文庫:80) アガサ・クリスティー著/青木久惠訳 早川書房 2010.11 500002089 B933.7||Chr

仮面同窓会 (幻冬舎文庫:し-11-10) 雫井脩介 [著] 幻冬舎 2016.8 500003966 B913.6||Shi

犯人に告ぐ 下 (双葉文庫) 雫井脩介著 双葉社 2007.9 500003951 B913.6||Shi||下

犯人に告ぐ 上 (双葉文庫) 雫井脩介著 双葉社 2007.9 500003964 B913.6||Shi||上

満願 (新潮文庫:10755, よ-33-4) 米澤穂信著 新潮社 2017.8 500003215 B913.6||Yon||

氷菓 (角川文庫:12196) 米澤穂信[著] 角川書店 2001.11 500001629 B913.6||Yon

さよなら妖精 (創元推理文庫:[Mよ1-3]) 米澤穂信著 東京創元社 2006.6 500003386 B913.6||Yon

ファンタステス : 成年男女のための妖精物語 (世界
幻想文学大系:第22巻)

ジョージ・マクドナルド著/蜂谷昭雄
訳 国書刊行会 1981.4 110026435 908||Se||22

影との戦い (ゲド戦記:1) ル=グウィン作/清水真砂子訳 岩波書店 1976.9 110008359 933||Le||1

さいはての島へ (ゲド戦記:3) ル=グウィン作/清水真砂子訳 岩波書店 1976.12 110008361 933||Le||3

ゲド戦記外伝 ル=グウィン作/清水真砂子訳 岩波書店 2004.5 100110828 933||Le||別

マリアンヌの夢 新版 (岩波少年文庫:095) キャサリン・ストー作/猪熊葉子訳 岩波書店 2001.11 110051546 B930||Sto

月夜のでんしんばしら (日本の童話名作選) 宮沢賢治作/遠山繁年絵 偕成社 1989.10 100104056 909.3||Ni
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木かげの家の小人たち (福音館文庫:S-3) いぬいとみこ作/吉井忠画 福音館書店 2002.6 110054815 B910||Inu

足音がやってくる
マーガレット・マーヒー作/青木由紀
子訳 岩波書店 1989.10 100112184 909.3||Ma

空色勾玉 (Tokuma novels:Edge) 荻原規子作 徳間書店 2005.9 100111015 909.3||Og

旅の仲間 上 (指輪物語:1-2(第1部)) J.R.R.トールキン著/瀬田貞二訳 評論社 1972 110008038 933||To||1

指輪物語 (シリーズもっと知りたい名作の世界:9) 成瀬俊一編著 ミネルヴァ書房 2007.10 100113469 930.8||Sh||9

チムとゆうかんなせんちょうさん 新版 (世界傑作
絵本シリーズ. イギリスの絵本/チムシリーズ:1)

エドワード・アーディゾーニさく/せ
たていじやく 福音館書店 2001.6 100117261 909.3||Ar

うさぎ小学校 (BFC)

アルベルト・ジクストゥス文 : フ
リッツ・コッホ=ゴータ絵 : はたさわ
ゆうこ訳 徳間書店 2007.7 100122553 909.3||Si

おいしそうなバレエ (BFC)

ジェイムズ・マーシャル文/モーリ
ス・センダック絵/さくまゆみこ訳 徳間書店 2003.10 110047759 909.3||Se

かようびのよる (BFC)

デヴィッド・ウィーズナー作・絵/当
麻ゆか訳 徳間書店 2000.5 100120914 909.3||Wi

床下の小人たち 新版 (岩波少年文庫:062) メアリー・ノートン作/林容吉訳 岩波書店 2000.9 110055257 B930||Nor

ふしぎなゆうえんち (ＮＨＫ創作童話集) あまんきみこ原作 ;奥田怜子 画 1978 100120808 779.8||Nh

岸辺のヤービ (Tales of madguide water) 梨木香歩著/小沢さかえ画 福音館書店 2015.9 100123081 913.6||Na

裏庭 (新潮文庫:な-37-1) 梨木香歩著 新潮社 2001.1 110051068 B913.6||Nas
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西の魔女が死んだ (新潮文庫:な-37-2) 梨木香歩著 新潮社 2001.8 110054103 B913.6||Nas

ぼくは明日、昨日のきみとデートする (宝島社文
庫:[Cな-10-1]) 七月隆文著 宝島社 2014.8 500003217 B913.6||Nan||

カラフル (文春文庫:[も-20-1]) 森絵都著 文藝春秋 2007.9 500000494 B913.6||Mor

新世界より 上 (講談社文庫:[き-60-1], [き-60-2], [き
-60-3]) 貴志祐介 [著] 講談社 2011.1 500003221 B913.6||Kis||1

新世界より 中 (講談社文庫:[き-60-1], [き-60-2], [き
-60-3]) 貴志祐介 [著] 講談社 2011.1 500003222 B913.6||Kis||2

新世界より 下 (講談社文庫:[き-60-1], [き-60-2], [き
-60-3]) 貴志祐介 [著] 講談社 2011.1 500003223 B913.6||Kis||3

光の帝国 : 常野物語 (集英社文庫) 恩田陸著 集英社 2000.9 110051664 B913.6||Ond

ブレイブ・ストーリー 上 (角川文庫:14237-14239) 宮部みゆき [著] 角川書店 2006.5 110051752 B913.6||Miy||1

ブレイブ・ストーリー 中 (角川文庫:14237-14239) 宮部みゆき [著] 角川書店 2006.5 110051753 B913.6||Miy||2

ブレイブ・ストーリー 下 (角川文庫:14237-14239) 宮部みゆき [著] 角川書店 2006.5 110051754 B913.6||Miy||3

有頂天家族 (幻冬舎文庫:も-12-1) 森見登美彦〔著〕 幻冬舎 2010.8 500000748 B913.6||Mor

ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) , 2010.5 100117696 913.6||Mo

魔法があるなら アレックス・シアラー著/野津智子訳 PHP研究所 2003 100103684 933||Sh
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トリツカレ男 いしいしんじ著 ビリケン出版 2001.10 100107370 913.6||Is

しゃばけ (新潮文庫:は-37-1) 畠中恵著 新潮社 2004.4 110054039 B913.6||Hat

獣の奏者 1 (講談社文庫:[う-59-1], [う-59-2]) 上橋菜穂子 [著] 講談社 2009.8 500000621 B913.6||Ueh||1

獣の奏者 2 (講談社文庫:[う-59-1], [う-59-2]) 上橋菜穂子 [著] 講談社 2009.8 500000658 B913.6||Ueh||2

1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel book 2 村上春樹著 新潮社 2009.5- 100116329 913.6||Mu||2

青空のむこう アレックス・シアラー著/金原瑞人訳 求龍堂 2002.5 100103678 933||Sh

化物語 上 (講談社Box) 西尾維新著 講談社 2006 100122244 913.6||Ni||1

モモ : 時間どろぼうと、ぬすまれた時間を人間に
とりかえしてくれた女の子のふしぎな物語 ミヒャエル・エンデ作/大島かおり訳 岩波書店 1976.9 110034846 943||En

コーヒーが冷めないうちに 川口俊和著 サンマーク出版 2015.12 100122529 913.6||Ka

こんなにも優しい、世界の終わりかた (小学館文
庫:[い6-4]) 市川拓司著 小学館 2016.5 500003397 B913.6||Ich

海の底 (角川文庫:15659, あ48-2) 有川浩 [著]

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) , 2009.4 500000619 B913.6||Ari

時をかける少女 改版 (角川文庫:14269) 筒井康隆〔著〕 角川書店 2006.5 500001419 B913.6||Tsu

また、同じ夢を見ていた 住野よる著 双葉社 2016.2 100122251 913.6||Su||
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烏に単は似合わない (文春文庫:[あ-65-1]) 阿部智里著 文藝春秋 2014.6 500003960 B913.6||Abe||1

黄金 (きん) の烏 (文春文庫:[あ-65-3]) 阿部智里著 文藝春秋 2016.6 500003959 B913.6||Abe||3

空棺の烏 (文春文庫:[あ-65-4]) 阿部智里著 文藝春秋 2017.6 500003958 B913.6||Abe||4

烏百花 蛍の章 (文春文庫:[あ-65-7]) 阿部智里著 文藝春秋 2020.9 500003948 B913.6||Abe

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) 2012.3 100119593 913.6||Hi

パラレルワールド・ラブストーリー (講談社文
庫:[ひ-17-18]) 東野圭吾 [著] 講談社 1998.3 500000508 B913.6||Hig

ツナグ (新潮文庫:9523, つ-29-1) 辻村深月著 新潮社 2012.9 500003183 B913.6||Tsu||

かがみの孤城 辻村深月著 ポプラ社 2017.5 100122248 913.6||Ts||

烏は主を選ばない (文春文庫:[あ-65-2]) 阿部智里著 文藝春秋 2015.6 500003955 B913.6||Abe||2

玉依姫 (文春文庫:[あ-65-5]) 阿部智里著 文藝春秋 2018.5 500003957 B913.6||Abe||5

弥栄の烏 (文春文庫:[あ-65-6]) 阿部智里著 文藝春秋 2019.5 500003956 B913.6||Abe||6

紙の月 角田光代 [著] 角川春樹事務所 2012.3 100119638 913.6||Ka

こわれた腕環 (ゲド戦記:2) ル=グウィン作/清水真砂子訳 岩波書店 1976.12 110008360 933||Le||2
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