
請求記号 タイトル 人名 出版者

1 H 970 ｲｹ 志士 池波　正太郎／著 東京：新潮社

2 908 ｺﾌ 4 ５分後に意外な結末　４ 東京：学研プラス

3 908 ｺﾌ ５分後に意外な結末ｅｘ 桃戸　ハル／編著 東京：学研プラス

4 908 ｼｮ 3 小学生までに読んでおきたい文学　３ 松田　哲夫／編 東京：あすなろ書房

5 908 ｼｮ 5 小学生までに読んでおきたい文学　５ 松田　哲夫／編 東京：あすなろ書房

6 9146 ﾖｼ ベリーショーツ よしもと　ばなな／著 東京：東京糸井重里事務所

7 F1 ｱｶ 2 赤川次郎ショートショートシリーズ　２ 赤川　次郎／作 東京：理論社

8 F1 ｱｻ 月島慕情 浅田　次郎／著 東京：文芸春秋

9 F1 ｱﾔ さいはての家 彩瀬　まる／著 東京：集英社

10 F1 ｱﾘ ぼくたちはきっとすごい大人になる 有吉　玉青／著 東京：光文社

11 F1 ｲｻ アイネクライネナハトムジーク 伊坂　幸太郎／著 東京：幻冬舎

12 F1 ｲｼ 再生 石田　衣良／著 東京：角川書店

13 F1 ｲﾁ １日１０分のごほうび 赤川　次郎／著 東京：双葉社

14 F1 ｲﾉ 夜を着る 井上　荒野／著 東京：文芸春秋

15 F1 ｳｼ ５４字の物語 氏田　雄介／作 東京：ＰＨＰ研究所

16 F1 ｳﾌ もらい泣き 冲方　丁／著 東京：集英社

17 F1 ｴｸ 号泣する準備はできていた 江国　香織／著 東京：新潮社

18 F1 ｴｸ つめたいよるに 江国　香織／作 東京：理論社

19 F1 ｵｵ ショートショート美術館 太田　忠司／著 東京：文藝春秋

20 F1 ｵｸ イン・ザ・プール 奥田　英朗／著 東京：文芸春秋

21 F1 ｵｸ 我が家の問題 奥田　英朗／著 東京：集英社

22 F1 ｵﾂ 七つの黒い夢 乙一／著 東京：新潮社

23 F1 ｵﾝ エンド・ゲーム 恩田　陸／著 東京：集英社

24 F1 ｵﾝ 女ともだち 角田　光代／著 東京：小学館

25 F1 ｵﾝ 蒲公英草紙 恩田　陸／著 東京：集英社

26 F1 ｵﾝ 光の帝国 恩田　陸／著 東京：集英社

27 F1 ｶｸ かなたの子 角田　光代／著 東京：文藝春秋

28 F1 ｶｸ １２星座の恋物語 角田　光代／著 東京：新潮社

29 F1 ｶｸ ドラママチ 角田　光代／著 東京：文芸春秋

30 F1 ｶﾄ 消えていく日に 加藤　千恵／著 東京：徳間書店

31 F1 ｶﾜ 愛の夢とか 川上　未映子／著 東京：講談社

32 F1 ｶﾜ ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子／著 東京：新潮社

33 F1 ｷｻ 昨夜のカレー、明日のパン 木皿　泉／著 東京：河出書房新社

34 F1 ｷｼ パリ症候群（シンドローム） 岸田　るり子／著 東京：講談社

35 F1 ｷﾐ きみが見つける物語 谷川　流／作 東京：角川書店

36 F1 ｷﾐ きみが見つける物語 あさの　あつこ／著 東京：角川書店

37 F1 ｷﾐ きみに贈るつばさ物語 あさの　あつこ／作 東京：角川書店

38 F1 ｸｻ 芥川症 久坂部　羊／著 東京：新潮社

39 F1 ｹｷ 激動東京五輪１９６４ 大沢　在昌／著 東京：講談社

40 F1 ｹﾂ 決戦！設楽原 宮本　昌孝／著 東京：講談社

41 F1 ｺｲ 恋の聖地 原田　マハ／著 東京：新潮社

42 F1 ｺﾌ ５分で読める！怖いはなし 『このミステリーがすごい！』編集部／編 東京：宝島社

43 F1 ｺﾌ ５分で読める！ひと駅ストーリー猫の物語 『このミステリーがすごい！』編集部／編 東京：宝島社

44 F1 ｺﾌ ５分で読める！ひと駅ストーリー本の物語 『このミステリーがすごい！』編集部／編 東京：宝島社

45 F1 ｺﾌ ５分で読める！ひと駅ストーリー　夏の記憶西口編 『このミステリーがすごい！』編集部／編 東京：宝島社

46 F1 ｺﾌ ５分で読める！ひと駅ストーリー　夏の記憶東口編 『このミステリーがすごい！』編集部／編 東京：宝島社

47 F1 ｺﾌ ５分後に超ハッピーエンド エブリスタ／編 東京：河出書房新社
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48 F1 ｻｸ 図書室の奥は秘密の相談室 櫻井　とりお／著 東京：ＰＨＰ研究所

49 F1 ｼﾊ 主題歌 柴崎　友香／著 東京：講談社

50 F1 ｼﾕ １０分間ミステリー 『このミステリーがすごい！』大賞編集部／編 東京：宝島社

51 F1 ｼﾕ １２星座小説集 群像／編 東京：講談社

52 F1 ｼﾖ 情に泣く 細谷　正充／編 東京：朝日新聞出版

53 F1 ｽｽ 仄暗い水の底から 鈴木　光司／著 東京：角川書店

54 F1 ｾｵ おしまいのデート 瀬尾　まいこ／著 東京：集英社

55 F1 ｾﾛ ０番目の事件簿 メフィスト編集部／編 東京：講談社

56 F1 ｿｺ この世で一番大切な日 十川　ゆかり／著 東京：サンクチュアリ出版

57 F1 ﾀﾁ ５分後に恋の結末 橘　つばさ／著 東京：学研プラス

58 F1 ﾀﾏ おとぎカンパニー 田丸　雅智／著 東京：光文社

59 F1 ﾀﾏ おとぎカンパニー　日本昔ばなし編 田丸　雅智／著 東京：光文社

60 F1 ﾀﾏ おとぎカンパニー　妖怪編 田丸　雅智／著 東京：光文社

61 F1 ﾀﾏ ショートショート・ＢＡＲ 田丸　雅智／著 東京：光文社

62 F1 ﾀﾏ マタタビ町は猫びより 田丸　雅智／著 東京：辰巳出版

63 F1 ﾁﾊ おとぎのかけら 千早　茜／著 東京：集英社

64 F1 ﾄｸ 特選ＴＨＥどんでん返し 秋吉　理香子／著 東京：双葉社

65 F1 ﾄﾂ とっておきの笑いあります！もう一丁！！ 小川　未明／〔ほか〕作 東京：くもん出版

66 F1 ﾄﾂ とっておき名短篇 北村　薫／編 東京：筑摩書房

67 F1 ﾅｷ なきむしオバケ５つのお話 日本児童文学者協会／編 東京：文溪堂

68 F1 ﾅｿ 謎の館へようこそ　白 東川　篤哉／〔著〕 東京：講談社

69 F1 ﾊﾂ 初恋リアル 香坂　直／〔著〕 東京：講談社

70 F1 ﾊﾔ ウーマンズ・アイランド 林　真理子／著 東京：マガジンハウス

71 F1 ﾊﾗ ジヴェルニーの食卓 原田　マハ／著 東京：集英社

72 F1 ﾋﾄ ひとりで夜読むな 江戸川　乱歩／〔ほか著〕 東京：角川書店

73 F1 ﾏﾁ 浄土 町田　康／著 東京：講談社

74 F1 ﾏﾝ まんぷく 畠中　恵／著 東京：ＰＨＰ研究所

75 F1 ﾐｳ 天国旅行 三浦　しをん／著 東京：新潮社

76 F1 ﾐｶ 味覚の冒険 集英社文庫編集部／編 東京：集英社

77 F1 ﾐﾔ 婚外恋愛に似たもの 宮木　あや子／著 東京：光文社

78 F1 ﾑｶ 3 昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ３ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班／編 東京：金の星社

79 F1 ﾓﾂ もっとすごい！１０分間ミステリー 『このミステリーがすごい！』大賞編集部／編 東京：宝島社

80 F1 ﾓﾘ ショート・トリップ 森　絵都／作 東京：理論社

81 F1 ﾕｲ みちづれの猫 唯川　恵／著 東京：集英社

82 F1 ﾖﾈ 儚い羊たちの祝宴 米沢　穂信／著 東京：新潮社

83 F1 ﾘﾝ ９９のなみだ・風 リンダブックス編集部／編著 東京：泰文堂

84 F1 ﾘﾝ ９９のなみだ・心 リンダブックス編集部／編著 東京：泰文堂

85 F1 ﾘﾝ ９９のなみだ・空 リンダブックス編集部／編著 東京：泰文堂

86 F9 ｲｿ 方言でたのしむイソップ物語 イソップ／〔著〕 東京：平凡社

87 F9 ｳｲ 地球の中心までトンネルを掘る ケヴィン・ウィルソン／著 東京：東京創元社

88 F9 ｺﾄ コドモノセカイ 岸本　佐知子／編訳 東京：河出書房新社

89 F9 ﾃｨ ポーカー・レッスン ジェフリー・ディーヴァー／著 東京：文藝春秋

90 F9 ﾃﾚ おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン／著 東京：新潮社

91 F9 ﾊﾝ 六つのルンペルシュティルツキン物語 ヴィヴィアン・ヴァンデ・ヴェルデ／著 東京：東京創元社

92 F9 ﾌﾗ １２の怖い昔話 スーザン・プライス／作 東京：長崎出版

93 F9 ﾗｲ 国境まで１０マイル デイヴィッド・ライス／作 東京：福音館書店

94 F9 ﾚｱ ふしぎなオルガン リヒャルト・レアンダー／作 東京：岩波書店
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