
分類 書名 副書名 著者名 出版社

BUTTER　バター 柚木麻子 新潮社

i 西加奈子 ポプラ社

Masato 岩城けい 集英社

アキラとあきら 池井戸潤 徳間書店

いくたのこえよみ 堀田けい 理論社

イニシエーション・ラブ 文春文庫 乾くるみ 文藝春秋

いのち 瀬戸内寂聴 講談社

おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社

か く し ご と 住野よる 新潮社

サッカーデイズ 小学館文庫 杉江由次 小学館

さよなら、田中さん 鈴木るりか 小学館

ストロベリーライフ 荻原浩 毎日新聞出版

ツバキ文具店 小川糸 幻冬舎

トリガール！ 角川つばさ文庫 中村航 KADOKAWA

パーマネント神喜劇 万城目学 新潮社

フラダン 古内一絵　今中新一 小峰書店

ぼっちーズ ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 入間人間 KADOKAWA

マスカレード・ナイト 東野圭吾 集英社

よるのばけもの 住野よる 双葉社

悪の教典　上下 文春文庫 貴志祐介 文藝春秋

烏に単は似合わない 文春文庫 阿部智里 文藝春秋

騎士団長殺し　第１部　顕れるイデア編 村上春樹 新潮社

騎士団長殺し　第２部　遷ろうメタファー編 村上春樹 新潮社

虚構推理 講談社文庫 城平京 講談社

銀河鉄道の父 門井慶喜 講談社

劇場 又吉直樹 新潮社

孤道 内田康夫 毎日新聞出版

甲賀忍法帖 角川文庫 山田風太郎 KADOKAWA

神様の願いごと スターツ出版文庫 沖田円 スターツ出版

図書館の魔女 １～４ 講談社文庫 高田大介 講談社

図書館の魔女　烏の伝言（つてこと）　上下 講談社文庫 高田大介 講談社

星に願いを、そして手を。 青羽悠 集英社

素敵な日本人 東野圭吾 光文社

天使は奇跡を希う 文春文庫 七月隆文 文藝春秋

東京ロンダリング 集英社文庫 原田ひ香 集英社

豆の上で眠る 新潮文庫 湊かなえ 新潮社

忍びの国 新潮文庫 和田竜 新潮社

百年泥 石井遊佳 新潮社

仏果を得ず 双葉文庫 三浦しをん 双葉社

夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく 汐見夏衛 スターツ出版

貘の耳たぶ 芦沢央 幻冬舎

ご本、出しときますね？ BSジャパン　若林正恭 ポプラ社

ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子　北村裕花 講談社

九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館

伝えることから始めよう 高田明 東洋経済新報社

日日是好日 森下典子 飛鳥新社

文士の遺言 半藤一利 講談社

世界の文豪の家 エクスナレッジ

世界文学大図鑑 ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ｷｬﾝﾄﾝ 三省堂
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Re:ゼロから始める異世界生活　１～５ MF文庫J 長月達平ほか KADOKAWA

アクセル・ワールド１～５ 電撃文庫 川原礫 KADOKAWA

この素晴らしい世界に祝福を！１～５ 角川スニーカー文庫 暁なつめ KADOKAWA

この素晴らしい世界に祝福を！　めぐみん
のターン

角川スニーカー文庫 暁なつめ KADOKAWA

金色の文字使い（ワードマスター） 富士見ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ文庫 十本スイ KADOKAWA

金色の文字使い（ワードマスター）２ 富士見ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ文庫 十本スイ KADOKAWA

読者（ぼく）と主人公（かのじょ）と二人のこ
れから

電撃文庫 岬鷺宮 KADOKAWA

魔法科高校の劣等生　21～23 電撃文庫 佐島勤 KADOKAWA

チア ダン　「女子高生が全米制覇しちゃっ
たホントの話」の真実

円山夢久 KADOKAWA

海洋堂創世記 樫原辰郎 白水社

犬が来る病院　命に向き合う子どもたちが
教えてくれたこと

大塚敦子　酒井駒子 KADOKAWA

魂でもいいから、そばにいて　３・１１後の霊
体験を聞く

奥野修司 新潮社

殺人犯はそこにいる 新潮文庫 清水潔 新潮社

アナスタシア
響きわたるシベリア杉
シリーズ１

ｳﾗｼﾞｰﾐﾙ･ﾒｸﾞﾚ　水木綾
子訳

ナチュラルスピ
リット

パイレーツ・オブ・カリビアン　呪われた海賊
たち

ディズニーアニメ小説
版60

ｱｲﾘｰﾝ･ﾄﾘﾝﾌﾞﾙ　橘高弓
枝訳

偕成社

ラヴクラフト全集　１～５ 創元推理文庫 H.P.ﾗﾌﾞｸﾗﾌﾄ 東京創元社

わたしたちが孤児だったころ ハヤカワepi文庫 カズオ・イシグロ 早川書房

遠い山なみの光 ハヤカワepi文庫 カズオ・イシグロ 早川書房

日の名残り ハヤカワepi文庫
カズオ・イシグロ　土屋
政雄訳

早川書房

マジ文章書けないんだけど 前田安正 大和書房

大人の語彙力が面白いほど身につく本 青春新書Playbooks 話題の達人倶楽部 青春出版社

超一流の雑談力 安田正 文響社

はじめてのボランティア手話 主婦の友社

イチロー式集中力 PHP文庫 児玉光雄 PHP研究所

蘇る変態 星野源 マガジンハウス

吹奏楽の神様　屋比久勲を見つめて 叱らぬ先生の出会いと軌跡 山崎正彦 スタイルノート

幸せになる世界のハッピー・モビール 太田拓美 誠文堂新光社

パラレルワールド御土産帳 パンタグラフ　穂村弘 パイインターナショナル

手描きPOPの見本帳 フレア MｄNDesign

101のビジュアル・イリュージョン サム・タプリンほか 東京書籍

いちまいの絵　生きているうちに見るべき名
画

集英社新書 原田マハ 集英社

ゴッホの耳　─天才画家　最大の謎─ ﾊﾞｰﾅﾃﾞｯﾄ･ﾏｰﾌｨｰ 早川書房

つまんないつまんない ヨシタケシンスケ 白皇社

なつみはなんにでもなれる ヨシタケシンスケ PHP研究所

ヨチヨチ父　とまどう日々 ヨシタケシンスケ 赤ちゃんとママ社
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レッドタートル　ある島の物語
ﾏｲｹﾙ･ﾃﾞｭﾄﾞｸ･ﾄﾞｩ･ｳﾞｨｯ
ﾄﾞ　池澤夏樹

岩波書店

数ってどこまでかぞえられる？　グーグル
のもとになったことば

ﾛﾊﾞｰﾄ・E・ｳｪﾙｽﾞ 評論社

桃太郎が語る　桃太郎 1人称童話シリーズ クゲユウジ　岡村優太 高陵社書店

１日10分でちずをおぼえる絵本 あきやまかぜさぶろう 白泉社

ありがとうのえほん ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ･ｾﾆｮｰﾎﾟ 偕成社

えんとつ町のプペル にしのあきひろ 幻冬舎

ぜつぼうの濁点 原田宗典　柚木沙弥郎 教育画劇

ちいさいおうち 岩波子どもの本
バージニア・リー・バート
ン　石井桃子訳

岩波書店

ちはやふる　21～35 Be・Love KC 末次由紀 講談社

ハルロック1～4 モーニングKC 西餅 講談社

銀の匙　14 少年サンデーコミックス 荒川弘 小学館

四月は君の嘘1～10 講談社コミックス 新川直司 講談社

働く細胞1～5 シリウスKC 清水茜 講談社

愛知県　駅と路線の謎 新書ｙ 野田隆 洋泉社

稲と米の民族誌 NHKブックス 佐藤洋一郎 NHK出版

日本人なら知っておきたい！モノのはじまり
えほん

日本図書センター

cookpadスリム部認定　旨くてカラダに効く
特選やせレシピ

Magazine House
Mook Tarzan特別編
集

マガジンハウス

ズボラーさんのたのしい朝ごはん 小田真規子・大野正人 文響社

バター・卵なしのやさしいパウンドケーキ
Steamed&Baked

今井洋子 河出書房新社

一流アスリートの食事 細野恵美 三五館

信州おばあちゃんのおいしいお茶うけ
漬け物から干し菓子ま
で、信州全土の保存食
110品

大平一枝 誠文堂新光社

切ったら絵が出るちいさなべこもち　下北半
島のおばあちゃんに教わった素朴なおやつ

秋山直美 誠文堂新光社

太らない間食　最新の栄養学がすすめる
「３食＋おやつ」習慣

足立香代子 文響社

体脂肪を燃焼させる太らない食べ方 エイ出版社

野菜たっぷり具だくさんの主役スープ150 エダジュン 誠文堂新光社

レジ袋でできるカラフルなバッグと小物 poRiff 河出書房新社

着物のえほん 高野紀子 あすなろ書房

香害　そのニオイから身を守るには 岡田幹治 (株)金曜日

包みと袋のおりがみ 布施知子 誠文堂新光社

鉄の文化 図説日本の文化をさぐる 窪田蔵郎ほか 小峰書店

たのしい電子工作 I/O Books 神田民太郎 工学社

たのしくできるIntel Edison電子工作 牧野浩二 東京電機大学出版局

ディジタル・オシロスコープ実践活用法 計測器BASICｼﾘｰｽﾞ 天野典 CQ出版社

今こそできる理想のオーディオ　ハイレゾか
らヴィンテージまで

大人の自由時間mini 林正儀　菅原正晴 技術評論社

メディア工作ワークブック パンタグラフ グラフィック社
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施工がわかるイラスト建築生産入門
日本建設業連合会編
川崎一雄

彰国社

最新図解PM2.5と大気　汚染がわかる本 饒村　曜 オーム社

足場作業の安全　労働安全衛生規則　改正 大幢勝利ほか 大成出版社

墜落・転落・落下防止のための足場関連規
則Q＆A［改訂第２版］

建設労務安全協会 労働新聞社

知ろう！再生可能エネルギー ちしきのもり 馬上丈司 少年写真新聞社

1日1分見るだけで目がよくなる28のすごい
写真

林田康隆 アスコム

うつヌケ　うつトンネルを抜けた人たち 田中圭一 KADOKAWA

自閉症の僕が跳びはねる理由　２ 角川文庫 東田直樹 KADOKAWA

ホスピス医が自宅で夫を看取るとき 玉地任子 ミネルヴァ書房

サイコパス 文春新書 中野信子 文藝春秋

幸せをつかむ脳の使い方 中野信子 ベストセラーズ

山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について
聞いてみた

講談社＋α文庫 山中伸弥　緑慎也 講談社

脳はどこまでコントロールできるか？ ベスト新書 中野信子 ベストセラーズ

マンボウのひみつ 岩波ジュニア新書 澤井悦郎 岩波書店

クモの糸の秘密 岩波ジュニア新書 大崎茂芳 岩波書店

アナザー人類興亡史 知りたい！サイエンス 金子隆一 技術評論社

続ざんねんないきもの事典　おもしろい！
進化のふしぎ

今泉忠明監修 高橋書店

流氷の伝言 小原玲 教育出版

ビーカーくんとそのなかまたち
この形にはワケがある！ゆかいな実験器具図
鑑

うえたに夫婦 誠文堂新光社

高校教師が教える化学実験室　改訂版 山田　暢司 工学社

実験を安全に行うために　第8版 化学同人編集部 化学同人

らき☆すたと学ぶ化学｢理論編｣が面白いほ
どわかる本

松原隆志ほか KADOKAWA

図解　眠れなくなるほど面白い化学の話 日本文芸社

12歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤龍一 ベレ出版

図解　眠れなくなるほど面白い物理の話 長澤光晴 日本文芸社

高校生が感動した確率・統計の授業 PHP新書 山本俊郎 PHP研究所

「食べられる」科学実験セレクション サイエンス・アイ新書 尾嶋好美 SBクリエイティブ

すぐ実践できる！ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ　高校理科 西川純ほか 学陽書房

魅了する科学実験
早稲田大学本庄高等学
院実験開発班

すばる舎

47都道府県・妖怪伝承百科 香川雅信ほか 丸善出版

女の子が生きていくときに、覚えていてほし
いこと

西原理恵子ほか KADOKAWA

「深い学び」を支える学級はコーチングでつくる 片山紀子ほか ミネルヴァ書房

あの学校が生まれ変わった驚きの授業　T
中学校652日物語

木原雅子 ミネルヴァ書房

テストの花道
NHK『テストの花道』制
作チーム

河出書房新社
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子どもの心に響く励ましの言葉がけ「ペップ
トーク」

岩崎由純 学事出版

ヒトは「いじめ」をやめられない 小学館新書 中野信子 小学館

親子で学ぶ!　統計学はじめて図鑑 青山和裕ほか 日本図書センター

身につく入門統計学 ファーストブックStep 向後千春　富永敦子 技術評論社

東大生が教えるマンガで実践!株超入門 お金のきほん
東京大学株式投資クラ
ブAgentsほか

学研

やりたいことがある人は未来食堂に来てく
ださい

小林せかい 祥伝社

介護福祉士になるには なるにはBOOKS100 渡辺裕美 ぺりかん社

面接の10分前、1日前、１週間前にやるべき
こと

小学館文庫 蛯原嗣生 小学館

未来の年表　人口減少でこれから起きること 講談社新書 河合雅司 講談社

ジハーディ・ジョンの生涯 ロバート・バーカイク 文藝春秋

中高生からの選挙入門 なるにはBOOKS別巻 谷隆一 ぺりかん社

ビッグヒストリー大図鑑　宇宙と人類138億
年の物語

ﾋﾞｯｸﾞ･ﾋｽﾄﾘｰ・ｲﾝｽﾃｨ
ﾃｭｰﾄ

河出書房新社

地名の謎を解く　隠された「日本の古層」 新潮選書 伊東ひとみ 新潮社

365日、今日行くべき世界で一番すばらしい
場所

サラ・バクスター 日東書院

沖ノ島　神坐す「海の正倉院」 藤原新也 小学館

最新基本地図2017 帝国書院 帝国書院

図説シルクロード文化史
ｳﾞｧﾚﾘｰ･ﾊﾝｾﾝ　田口未
和訳

原書房

応仁の乱　戦国時代を生んだ大乱 中公新書 呉座勇一 中央公論新社

ゼロ　なにもない自分に小さなイチを足していく 堀江貴文 ダイヤモンド社

マンガでよくわかる怒らない技術 嶋津良智 フォレスト出版

漫画　君たちはどう生きるか 吉野源三郎　羽賀翔一 マガジンハウス

自分の顔が好きですか？　「顔」の心理学 岩波ジュニア新書 山口真美 岩波書店

博物館へ行こう 岩波ジュニア新書 木下史青 岩波書店

ギネス世界記録　２０１８ クレイグ・グレンディ KADOKAWA

絶対に行けない世界の非公開区域99 ダニエル・スミス
日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞ
ﾗﾌｨｯｸ社

大富豪破天荒伝説Best100 真山知幸 東京書籍

１秒の世界 山本良一ほか ダイヤモンド社

THE BOOKS green　365人の本屋さんが中
高生に心から推す「この一冊」

ミシマ社 ミシマ社

ちびまる子ちゃんの読書感想文教室 貝田桃子 集英社

ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに
読んでおく本を紹介します。

14歳の世渡り術 角田光代ほか 河出書房新社

死ぬほど読書 幻冬舎新書 丹羽宇一郎 幻冬舎

読みたい心に火をつけろ！ 岩波ジュニア新書 木下通子 岩波書店

僕らが毎日やっている最強の読み方 池上彰　佐藤優 東洋経済新報社
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これで安心！Windows10のお悩みなんでも
解決！

TJMOOK 宝島社

人工知能解体新書 サイエンス・アイ新書 神崎洋治 SBクリエイティブ

超AI時代の生存戦略　〈2040年代〉シンギュ
ラリティに備える34のリスト

落合陽一 大和書房

愛知県史資料編５　考古５　鎌倉～江戸 愛知県史編さん委員会 愛知県

愛知県史通史編６　近代１ 愛知県史編さん委員会 愛知県

愛知県史通史編７　近代２ 愛知県史編さん委員会 愛知県

お待ちしてます下町和菓子栗丸堂 １～４ ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 似鳥航一 KADOKAWA

ガンゲイル・オンラインⅠ～Ⅳ 電撃文庫 時雨沢恵一 KADOKAWA

ダンタリアンの書架　１～８ 角川ｽﾆｰｶｰ文庫 三雲岳斗 角川書店

とある魔術の禁書目録１～２２ 電撃文庫 鎌池和馬
ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸ
ｽ

とある魔術の禁書目録ＳＳ 電撃文庫 鎌池和馬
ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸ
ｽ

とある魔術の禁書目録ＳＳ② 電撃文庫 鎌池和馬
ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸ
ｽ

ノーゲーム・ノーライフ　ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙｳｫｰｹﾞｰﾑ MF文庫 榎宮祐 KADOKAWA

ビブリア古書堂の事件手帖　6 ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 三上延 KADOKAWA

燦　６　花の刃 文春文庫 あさのあつこ 文藝春秋

終物語　上中下 講談社BOX 西尾維新 KADOKAWA

憑物語 講談社BOX 西尾維新 KADOKAWA

書店ガール　４ PHP文芸文庫 碧野圭 PHP研究所

絶対ナル孤独者　１ 電撃文庫 川原礫 KADOKAWA

絶対ナル孤独者　２ 電撃文庫 川原礫 KADOKAWA

先生のお庭番 徳間文庫 朝井まかて 徳間書店

続・終物語 講談社BOX 西尾維新 KADOKAWA

忘れ物が届きます 光文社文庫 大崎梢 光文社

夜の光 新潮文庫 坂木司 新潮社

恋歌 講談社文庫 朝井まかて 講談社

マーガレット・サッチャー
ちくま評伝シリーズ
〈ポルトレ〉

筑摩書房編集部 筑摩書房

※分類（）内数字は分類記号

以下は寄贈図書
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