
書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

マスカレード・ホテル 東野圭吾著/Higashino Keigo 集英社 2011.9 100118655 913.6||Hi

桐島、部活やめるってよ 朝井リョウ著 集英社 2010.2 100119216 913.6||As

チア男子!! 朝井リョウ著 集英社 2010.10 100119104 913.6||As

旅猫リポート 有川浩著 文藝春秋 2012.11 100120367 913.6||Ar

阪急電車 有川浩著 幻冬舎 2008.1 100117067 913.6||Ar

ナラタージュ 島本理生著 角川書店 2005.2 100109389 913.6||Sh

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

鍵のない夢を見る 辻村深月著 文藝春秋 2012.5 100122249 913.6||Ts||

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

分身 (集英社文庫) 東野圭吾著 集英社 1996.9 110051684 B913.6||Hig

変身 (講談社文庫) 東野圭吾[著] 講談社 1994.6 110053406 B913.6||Hig

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||

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||

「私が読みたい　この物語」
令和１年度　7月22日～10月25日　企画展示
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火花 (文春文庫:[ま-38-1]) 又吉直樹著 文藝春秋 2017.2 500003224 B913.6||Mat||

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

かわいそうだね? 綿矢りさ著 文藝春秋 2011.10 100118972 913.6||Wa

夢を与える 綿矢りさ著 河出書房新社 2007.2 100116674 913.6||Wa

インストール 綿矢りさ著 河出書房新社 2001.11 110040738 913.6||Wa

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

世界地図の下書き 朝井リョウ著 集英社 2013.7 100120370 913.6||As

星やどりの声 朝井リョウ著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) 2011.10 100119195 913.6||As

神去なあなあ日常 三浦しをん著 徳間書店 2009.5 100116870 913.6||Mi

はじめてのキャンプ 林明子さく・え 福音館書店 1984.6 100111190 909.3||Ha

風が強く吹いている (新潮文庫:み-34-8) 三浦しをん著 新潮社 2009.7 500000525 B913.6||Miu

一千一秒の日々 (角川文庫:15566) 島本理生 [著]

角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) , 2009.2 500000442 B913.6||Shi
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風味絶佳 (文春文庫:[や-23-6]) 山田詠美著 文藝春秋 2008.5 500000422 B913.6||Yam

孤独な夜のココア 36刷改版 (新潮文庫:た-14-11) 田辺聖子著 新潮社 2010.3 500000810 B913.6||Tan

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

ガールズ・ブルー [1] (文春文庫:[あ-43-1, 4]) あさのあつこ著 文藝春秋 2006.11- 500000486 B913.6||Asa||1

点と線 改版 (新潮文庫:ま-1-18) 松本清張著 新潮社 2003.5 110054048 B913.6||Mat

Amebic (集英社文庫) 金原ひとみ著 集英社 2008.1 500000424 B913.6||Kan

食堂かたつむり (ポプラ文庫:お5-1) 小川糸著 ポプラ社 2010.1 500000659 B913.6||Oga

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

パレード (幻冬舎文庫) 吉田修一[著] 幻冬舎 2004.4 500000732 B913.6||Yos

栞子さんと奇妙な客人たち (メディアワークス文
庫:0078. ビブリア古書堂の事件手帖) 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) 2011.3 500001213 B913.6||Mik||1

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||

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

氷菓 (角川文庫:12196) 米澤穂信[著] 角川書店 2001.11 500001629 B913.6||Yon
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アイネクライネナハトムジーク (幻冬舎文庫:い-

57-1) 伊坂幸太郎 [著] 幻冬舎 2017.8 500003220 B913.6||Isa||

クローバー 島本理生著 角川書店 2007.11 100116553 913.6||Sh

わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本理生著 幻冬舎 2017.6 100122311 913.6||Sh||

勝手にふるえてろ 綿矢りさ著 文藝春秋 2010.8 100117694 913.6||Wa

蹴りたい背中 綿矢りさ[著] 河出書房新社 2003.8 100105390 913.6||Wa

シルエット 島本理生著 講談社 2001.10 100107755 913.6||Sh

大きな熊が来る前に、おやすみ。 島本理生著 新潮社 2007.3 100116552 913.6||Sh

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

リアル鬼ごっこ (幻冬舎文庫:や-13-1) 山田悠介 [著] 幻冬舎 2004.4 500001090 B913.6||Yam

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||

ブレイズメス1990 (講談社文庫:[か-115-5]) 海堂尊 [著] 講談社 2012.5 500001416 B913.6||Kai

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||

ブラックペアン1988 上 (講談社文庫:[か-115-1],

[か-115-2]) 海堂尊 [著] 講談社 2009.12 500000515 B913.6||Kai||1
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一九八四年 : 新訳版 (ハヤカワepi文庫:53)

ジョージ・オーウェル著 : 高橋和久
訳 早川書房 2009.7 500003131 B933.7||Orw||

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

リセット (新潮文庫:き-17-8) 北村薫著 新潮社 2003.7 500000478 B913.6||Kit

王妃の館 上 (集英社文庫) 浅田次郎著 集英社 2004.6 500000452 B913.6||Asa||1

侍女の物語 (ハヤカワepi文庫:epi 11)

マーガレット・アトウッド著/斎藤英
治訳 早川書房 2001.10 500003170 B933.7||Atw||

プリンセス・トヨトミ (文春文庫:[ま-24-2]) 万城目学著 文藝春秋 2011.4 500000864 B913.6||Mak

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

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

死神の精度 (文春文庫:[い70-1]) 伊坂幸太郎著 文藝春秋 2008.2 500000646 B913.6||Isa

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

秘密 (文春文庫:[ひ-13-1]) 東野圭吾著 文藝春秋 2001.5 500000400 B913.6||Hig

新編銀河鉄道の夜 (新潮文庫:み-2-5) 宮沢賢治著 新潮社 1989.6 110053989 B910||Miy

魔法使いハウルと火の悪魔 41刷 (BFT:ハウルの動
く城||ハウル ノ ウゴク シロ:1)

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作/西
村醇子訳 徳間書店 2004.12 100108982 909.3||Jo||1
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霧のむこうのふしぎな町 (講談社青い鳥文庫:11-7) 柏葉幸子作/杉田比呂美絵 講談社 2004.12 110051943 B910||Kas

本日は大安なり 辻村深月著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) 2011.2 100119588 913.6||Ts

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

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

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

また、同じ夢を見ていた 住野よる著 双葉社 2016.2 100122251 913.6||Su||

革命のライオン (小説フランス革命:1) 佐藤賢一著 集英社 2008.11 100115467 913.6||Sa||1

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||

果てしなく美しい日本 (講談社学術文庫:[1562]) ドナルド・キーン [著]/足立康訳 講談社 2002.9 110048164 B300||Kee

海の都の物語 : ヴェネツィア共和国の一千年 1 (新
潮文庫:し-12-32-37, 8711-8716) 塩野七生著 新潮社 2009.6- 110052396 B237||Shi||1

漱石のロンドン風景 (中公文庫)

出口保夫, アンドリュー・ワット編
著 中央公論社 1995.5 110053308 B910||Deg

王妃マリー・アントワネット 上 (新潮文
庫:3375,3376  え-1-21,え-1-22) 遠藤周作著 新潮社 1985.3 110053249 B913.6||End||1

マリー・アントワネットと悲運の王子 (講談社+ア
ルファ文庫) 川島ルミ子 [著] 講談社 2004.9 500000742 B289.3||Kaw
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天平の甍 (新潮文庫:い-7-11) 井上靖著 新潮社 1987.8 110055467 B913.6||Ino

皇妃エリザベートの生涯 (集英社文庫) マルタ・シャート [著]/西川賢一訳 集英社 2000.5 110054398 B280||Sch

宮沢賢治への旅 : 名作の故郷イーハトーヴ紀行 (文
春文庫 ビジュアル版) 文芸春秋編 文芸春秋 1991.3 500002795 B910.26||Miy

ピエタ 大島真寿美著 ポプラ社 2011.2 100120485 913.6||Os

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

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

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

風に舞いあがるビニールシート 森絵都著 文藝春秋 2006.5 100111873 913.6||Mo

ラブコメ今昔 有川浩著
角川書店/角川グループパブ
リッシング (発売) 2008.6 100118704 913.6||Ar

ベルギー大使の見た戦前日本 : バッソンピエール
回想録 (講談社学術文庫:[2380])

アルベール・ド・バッソンピエール
[著]/磯見辰典訳 講談社 2016.8 500003181 B289.3||Bas||

イタリアものしり紀行 (新潮文庫:へ-2-6) 紅山雪夫著 新潮社 2007.5 500001230 B293.7||Ben

添乗員ヒミツの参考書魅惑のスペイン (新潮文
庫:8682, へ-2-8) 紅山雪夫著 新潮社 2009.5 500001227 B293.6||Ben

パリ20区物語 (講談社文庫) 吉村葉子,宇田川悟〔著〕 講談社 1999.12 110056259 B300||Yos
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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

客室乗務員の内緒話 (新潮文庫:8589, い-85-2) 伊集院憲弘著 新潮社 2008.12 500001232 B687.04||Iju

バレエ漬け (幻冬舎文庫) 草刈民代 [著] 幻冬舎 2009.4 500001062 B769.91||Kus

落ちこぼれてエベレスト (集英社文庫) 野口健著 集英社 2003.1 110051704 B780||Nog

若き数学者のアメリカ 改版 (新潮文庫:2738:ふ-12-

1) 藤原正彦著 新潮社 2003.9 110054274 B290||Fuj

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

何者 朝井リョウ著 新潮社 2012.11 100119723 913.6||As

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

犬と私の10の約束 川口晴著 文芸春秋 2007.7 100113772 913.6||Ka

マララ : 教育のために立ち上がり、世界を変えた
少女

マララ・ユスフザイ, パトリシア・
マコーミック著/道傳愛子訳 岩崎書店 2014.10 100120881 289.2||Ma

もしも学校に行けたら : アフガニスタンの少女・
マリアムの物語 後藤健二著 汐文社 2009.12 100121370 302.271||Go

ふわふわ (講談社文庫) 村上春樹文/安西水丸絵 講談社 2001.12 500000466 B726.5||Mur

あきない世傳 : 金と銀 源流編 (ハルキ文庫:た19-

15, た19-16, た19-17, た19-18, た19-19. 時代小説
文庫) 高田郁著 角川春樹事務所 2016.2- 500003246 B913.6||Tak||1
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蒼穹の昴 1 (講談社文庫:[あ-70-12]-[あ-70-15]) 浅田次郎[著] 講談社 2004.10 500000502 B913.6||Asa||1

ハッピーバースデー : 命かがやく瞬間 (トキ) (フォ
ア文庫:C163) 青木和雄作/加藤美紀画 金の星社 2003.12 500000705 B913.6||Aok

鏡の中の孤独 (集英社文庫)

スティーブン・レベンクロン [著]/杵
渕幸子, 森川那智子共訳 集英社 1991.11 120001311 B930||Lev
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