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独立記念日 (PHP文芸文庫:[は2-1]) 原田マハ著 PHP研究所 2012.11 500004049 B913.6||Har

かたつむりがやってくる : たまちゃんのおつかい
便 (実業之日本社文庫:も6-1) 森沢明夫著 実業之日本社 2019.4 500004045 B913.6||Mor

選ばれる女におなりなさい : デヴィ夫人の婚活論 ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ著 講談社 2019.2 100123627 159.6||De

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

キリン (角川文庫:17961) 山田悠介 [著] 角川書店 2013.6 500003975 B913.6||Yam

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

フーガはユーガ 伊坂幸太郎著 実業之日本社 2018.11 100123635 913.6||Is

ポイズンドーター・ホーリーマザー (光文社文
庫:[み42-1]) 湊かなえ著 光文社 2018.8 500003366 B913.6||Min

リバース (講談社文庫:み67-1) 湊かなえ [著] 講談社 2017.3 500003218 B913.6||MIn

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

チョコレートコスモス (角川文庫:16872) 恩田陸著
角川書店/角川グループパ
ブッリシング(発売) 2011.6 500003972 B913.6||Ond

ツバキ文具店 (幻冬舎文庫:お-34-13) 小川糸 [著] 幻冬舎 2018.8 500003379 B913.6||Oga

キラキラ共和国 (幻冬舎文庫:お-34-15) 小川糸[著] 幻冬舎 2019.8 500003383 B913.6||Oga
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ぶたぶたさん : 文庫書下ろし&オリジナル (光文社
文庫:[や24-9]) 矢崎存美著 光文社 2011.8 500003947 B913.6||Yaz

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

推し、燃ゆ 宇佐見りん著 河出書房新社 2020.9 100124026 913.6||Us

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

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

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

風車祭 (カジマヤー) 上 (角川文庫:15932-15933) 池上永一 [著]

角川書店/角川グループバブ
リッシング (発売) 2009.10 500003949 B913.6||Ike||上

恋する寄生虫 (メディアワークス文庫:0463) 三秋縋 [著] KADOKAWA 2016.9 500003973 B913.6||Mia

アキラとあきら (徳間文庫:[い49-2]) 池井戸潤著 徳間書店 2017.5 500003211 B913.6||Ike

小説の神様 (講談社タイガ:[アF-01]) 相沢沙呼著 講談社 2016.6 500004046 B913.6||Aiz

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

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

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
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陸王 (集英社文庫) 池井戸潤著 集英社 2019.6 500003976 B913.6||Ike

夢をかなえるゾウ 水野敬也 [著] 飛鳥新社 2007.8 100113941 913.6||Mi

ワンダー R・J・パラシオ作/中井はるの訳 ほるぷ出版 2015.7 100122149 933.7||Pa

作家の人たち 倉知淳著 幻冬舎 2019.4 100124036 913.6||Ku

4 unique girls : 人生の主役になるための63のルー
ル 山田詠美著 幻冬舎 2014.10 100121967 914.6||Ya

火星ダーク・バラード (ハルキ文庫:う5-1) 上田早夕里著 角川春樹事務所 2008.10 500004076 B913.6||Ued

骨を彩る (幻冬舎文庫:あ-63-1) 彩瀬まる [著] 幻冬舎 2017.2 500003970 B913.6||Aya

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

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

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

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

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

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
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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

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

まほろ駅前多田便利軒 (文春文庫:み36-1) 三浦しをん著 文芸春秋 2009.1 500000657 B913.6||Miu

王とサーカス (創元推理文庫:Mよ1-10) 米澤穂信著 東京創元社 2018.8 500003369 B913.6||Yon

太宰治の入社試験 (角川ビーンズ文庫:BB96-1. 文
豪ストレイドッグス:[1]) 朝霧カフカ [著] KADOKAWA 2014.4 500003247 B913.6||Asa||1

破滅の王 (双葉文庫:う-17-01) 上田早夕里著 双葉社 2019.11 500004077 B913.6||Ued

恋歌 (講談社文庫:[あ119-5]) 朝井まかて [著] 講談社 2015.10 500003376 B913.6||Asa

霧ふかき宇治の恋 : 新源氏物語 上巻 (新潮文庫:た-

14-22,た-14-23) 田辺聖子著 新潮社 1993.11 500003999 B913.6||Tan||上

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 100106786 933||Sh

熱帯 森見登美彦著 文藝春秋 2018.11 100123633 913.6||Mo

くまのがっこう (Pict.book) あだちなみ絵/あいはらひろゆき文 ブロンズ新社 2002.8 100118547 909.3||Ad

ほんとうの自分になるために : マザー・テレサに
導かれて : The Life 片柳弘史文/RIE絵 PHP研究所 2017.4 100124048 198.22||Ka

ラ・パティスリー (ハルキ文庫:[う5-2]) 上田早夕里 [著] 角川春樹事務所 2010.5 500004072 B913.6||Ued
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一切なりゆき : 樹木希林のことば (文春新書:1194) 樹木希林著 文藝春秋 2018.12 500003299 S778||Bu||1194

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

常設展示室 原田マハ [著] 新潮社 2018.11 100124035 913.6||Ha

鍵のかかった部屋 : 5つの密室 (新潮文庫:10994,

し-21-104) 似鳥鶏 [ほか] 著 新潮社 2018.9 500004043 B913.6||Kag

陽だまりの彼女 (新潮文庫:9200, こ-52-1) 越谷オサム著 新潮社 2011.6 500003968 B913.6||Kos

階段途中のビッグ・ノイズ (幻冬舎文庫:こ-29-1) 越谷オサム [著] 幻冬舎 2010.5 500003952 B913.6||Kos

ショコラティエ 藤野恵美著 光文社 2018.7 100122366 913.6||Fu

君の膵臓をたべたい 住野よる著 双葉社 2015.6 100122250 913.6||Su

西洋菓子店プティ・フール 千早茜著 文藝春秋 2016.2 100123085 913.6||Ch

トラットリア・ラファーノ (ハルキ文庫:う5-5) 上田早夕里著 角川春樹事務所 2017.12 500004075 B913.6||Ued

ショコラティエの勲章 (ハルキ文庫:う5-3) 上田早夕里著 角川春樹事務所 2011.3 500004074 B913.6||Ued

菓子フェスの庭 (ハルキ文庫:う5-4) 上田早夕里著 角川春樹事務所 2011.12 500004073 B913.6||Ued

日の名残り (ハヤカワepi文庫:epi 3) カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳 早川書房 2001.5 500003169 B933||Ish
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浮世の画家 カズオ・イシグロ著/飛田茂雄訳 中央公論社 1988.2 110009954 933||Is

わたしたちが孤児だったころ カズオ・イシグロ著/入江真佐子訳 早川書房 2001.4 100100691 933||Is

充たされざる者 上 カズオ・イシグロ著/古賀林幸訳 中央公論社 1997.7 110048447 933||Is||1

充たされざる者 下 カズオ・イシグロ著/古賀林幸訳 中央公論社 1997.7 110048448 933||Is||2

羊と鋼の森 宮下奈都著 文藝春秋 2015.9 100122317 913.6||Mi

青くて痛くて脆い 住野よる著 KADOKAWA 2018.3 100122508 913.6||Su

本と鍵の季節 米澤穂信著 集英社 2018.12 100123632 913.6||Yo

美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ著 文藝春秋 2019.5 100123082 913.6||Ha

舟を編む 三浦しをん著 光文社 2011.9 100119595 913.6||Mi

危険なビーナス (講談社文庫:[ひ17-34]) 東野圭吾 [著] 講談社 2019.8 500003977 B913.6||Hig

ラプラスの魔女 (角川文庫:20772, [ひ16-10]) 東野圭吾 [著] KADOKAWA 2018.2 500004042 B913.6||Hig

明日の子供たち (幻冬舎文庫:あ-34-7) 有川浩 [著] 幻冬舎 2018.4 500003310 B913.6||Ari

島はぼくらと (講談社文庫:[つ28-18]) 辻村深月著 講談社 2016.7 500003971 B913.6||Tsu
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罪の声 (講談社文庫:[し104-5]) 塩田武士 [著] 講談社 2019.5 500004038 B913.6||Shi

マザー・テレサ100の言葉
マザー・テレサ著/ヴォルフガング・
バーダー編/山本文子訳 女子パウロ会 2009.6 100124047 198.24||Te

人生に悩んだから「聖書」に相談してみた MARO著 KADOKAWA 2020.9 100124054 193||Ma

3分でわかる!聖書 [1] 中川健一著 文芸社 2017.12- 100124059 193||Na

スヌーピーたちの聖書のはなし ロバート L.ショート著/笹野洋子訳 講談社 2004.6 100115376 193.04||Sh

「なまけ心」に効くクスリ : プロカウンセラーが
教える「ダメな自分」の救い方 (ソフトバンク新
書:048) 林恭弘著 ソフトバンククリエイティブ 2007.9 110051468 S146||So||048

機嫌よくいれば、だいたいのことはうまくいく。 鈴木秀子著・イラスト かんき出版 2021.3 100124051 159||Su

こころの深呼吸 : 気づきと癒しの言葉366 片柳弘史著 教文館 2017.11 500004059 B198.24||Kat

始まりのことば : 聖書と共に歩む日々366 片柳弘史著 教文館 2018.11 500004061 B193.04||Kat

やさしさの贈り物 : 日々に寄り添う言葉366 片柳弘史著 教文館 2020.11 500004060 B198.24||Kat

自分の花を精いっぱい咲かせる生き方 鈴木秀子監修 致知出版社 2017.7 100124045 159||Su

ちょっと今から仕事やめてくる (メディアワーク
ス文庫:0335, [き5-1]) 北川恵海 [著] KADOKAWA 2015.2 500003298 B913.6||Kit

蜜蜂と遠雷 下 (幻冬舎文庫:お-7-14-お-7-15) 恩田陸 [著] 幻冬舎 2019.4 500003362 B913.6||Ond||下
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蜜蜂と遠雷 上 (幻冬舎文庫:お-7-14-お-7-15) 恩田陸 [著] 幻冬舎 2019.4 500003363 B913.6||Ond||上
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