
書名 著者名 フリガナ 請求記号 配架場所
グーグルに異議あり！ 明石昇二郎 アカシDC-12/Shuei/0537B ディスカバリー新書
タイニー・タイニー・ハッピー 飛鳥井千砂 アスカイEC-1/JL/ｱｽ エンカレッジ文庫
ハイジ紀行 新井満 アライEC-1/JL/ｱﾗ エンカレッジ文庫
阪急電車 有川浩 アリカワ913.6/A 71/ ３階閲覧室
県庁おもてなし課 有川浩 アリカワ913.6/A 71/ ３階閲覧室
クジラの彼 有川浩 アリカワ913.6/A 71/ ３階閲覧室
阪急電車 有川浩 アリカワ913.6/A 71/ ３階閲覧室
図書館戦争 有川浩 アリカワ913.6/A 71/ ３階閲覧室
Tuesdays with Morrie Mitch Albom. アルボムAl// リーダーズ
モリー先生との火曜日 ミッチ・アルボム アルボム939.16/A 41/ 書庫

記者になりたい！ 池上彰 イケガミ699.64/I 33/ ３階閲覧室

池上彰の
「ニュース、そこからですか！？」

池上彰 イケガミDC-2/Bunsh/850 ディスカバリー新書

私の人間学 池田大作 イケダ189.774/I 32/ ３階閲覧室
トリツカレ男 いしいしんじ イシイEC-1/JL/ｲｼ エンカレッジ文庫
東京夜話 いしいしんじ イシイEC-1/JL/ｲｼ エンカレッジ文庫
奇跡のリンゴ 石川拓治 イシカワ625.21/I 76/ ３階閲覧室
日本人の知らないユダヤ人 石角完爾 イシズミ199/I84/ ３階閲覧室
娼年 石田衣良 イシダEC-1/JL/ｲｼ エンカレッジ文庫
ヨーロッパ退屈日記 伊丹十三 イタミEC-1/JL/ｲﾀ エンカレッジ文庫
高杉晋作の「革命日記」 一坂太郎 イチサカDC-26/Asa/256 ディスカバリー新書
こちらあみ子 今村夏子 イマムラ913.6/Ｉ44/ ３階閲覧室
海ちゃん 岩合光昭 イワゴウEC-1/JL/ｲﾜ 書庫/エンカレッジ文庫

ニッポンの猫 岩合光昭 イワゴウEC-1/JL/ｲﾜ 書庫/エンカレッジ文庫

街場の中国論 内田樹 ウチダ302.22/U 14/ ２階閲覧室
思いわずらうことなく愉しく生きよ 江国香織 エグニEC-1/JL/ｴｸ エンカレッジ文庫
日本人の知らない日本語 蛇蔵/海野凪子 エビゾウ810.4/H 51/ ３階閲覧室
いつか僕もアリの巣に 大河原恭祐 オオカワラ486.7/O 69/ ３階閲覧室
春宵十話 岡潔 オカ049/Ｏ36/ 書庫
博士の愛した数式 小川洋子 オガワSBW/red/15 SBW推薦図書
博士の愛した数式 小川洋子 オガワ913.6/O 24/ ３階閲覧室
博士の愛した数式 小川洋子 オガワEC-1/JL/ｵｶ エンカレッジ文庫
空中ブランコ 奥田英朗 オクダ913.6/O 54/ ３階閲覧室
空中ブランコ 奥田英朗 オクダEC-1/JL/ｵｸ エンカレッジ文庫
ちくま日本文学　巻次００４ 尾崎翠 オサキEC-1/JL/ﾁｸ エンカレッジ文庫
Ｔｏｋｙｏ　ｗａｒ 押井守 オシイ913.6/O 76/ ３階閲覧室
オトことば。 乙武洋匡 オトタケ914.6/O 86/ ３階閲覧室
チョコレートコスモス 恩田陸 オンダ913.6/O 65/ ３階閲覧室
星めぐり歳時記 海部宣男 カイフ911.04/Ka 21/ ３階閲覧室
何も持たず存在するということ 角田光代 カクタ914.6/Ka 28/ ３階閲覧室
１２星座の恋物語 角田光代 カクタEC-1/JL/ｶｸ エンカレッジ文庫
中国の人と思想 加地伸行 カジ122.08/C 62/ 書庫
霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子 カシワバ910/Ka 77/ 児童図書
貝と羊の中国人 加藤徹 カトウDC-18/Shin/169 ディスカバリー新書
「つらい時」をしのぐちょっとした
方法

金盛浦子 カナモリEC-4/PHP/ｶ29-4 エンカレッジ文庫
わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ　 カネコSBW/green/22 SBW推薦図書
あなたは誰？私はここにいる 姜尚中 カンDC-12/Shuei/0609F ディスカバリー新書
ジェニィ ポール・ギャリコ　 ギャリコEC-2/FL/ｷ エンカレッジ文庫
人生と仕事の段取り術 小室淑恵 コムロ336.04/Ko 69/ ２階閲覧室
トガニ 孔枝泳 コン929.13/Ko71/ ３階閲覧室

生きる悪知恵 西原理恵子 サイバラDC-2/Bunsh/868 ディスカバリー新書

イラストのこと、
キャラクターデザインのこと。

坂崎千春 サカザキ674.3/Sa 39/ ３階閲覧室

働く君に贈る25の言葉 佐々木常夫 ササキ159/Sa 75/ ３階閲覧室
学ぶとはどういうことか 佐々木毅 ササキ002/Sa 75/ ３階閲覧室



「読んで身につけた」
４０歳からの英語独学法

笹野洋子 ササノEC-5/Arufa/B39-1 エンカレッジ文庫

深夜特急 沢木耕太郎 サワキEC-1/JL/ｻﾜ エンカレッジ文庫
流星ワゴン 重松清 シゲマツEC-1/JL/ｼｹ エンカレッジ文庫

染色の挑戦　芹介
静岡市立芹介
美術館

シズオカシリツ753.8/Se83/ ３階閲覧室/大型

燃えよ剣　(上巻) 司馬遼太郎 シバSBW/yellow/8-1 SBW推薦図書
燃えよ剣　(下巻) 司馬遼太郎 シバSBW/yellow/8-2 SBW推薦図書
燃えよ剣　(上巻) 司馬遼太郎 シバEC-1/JL/ｼﾊ エンカレッジ文庫
燃えよ剣　(下巻) 司馬遼太郎 シバEC-1/JL/ｼﾊ エンカレッジ文庫
フランス女性は太らない ミレイユ・ジュリアーノジュリアーノ498.5/G92/ ３階閲覧室
情報検索の基礎知識 情報科学技術協会編 ジョウホウ007.5/J 66/ 各種試験
生協の白石さん 白石昌則 シライシ049/Sh 82/ ３階閲覧室
ルポ資源大陸アフリカ 白戸圭一 シラト302.4/Sh 86/ ２階閲覧室
未来をつくる図書館 菅谷明子 スガヤSBW/shohyo/41 SBW推薦図書
おしまいのデート 瀬尾まいこ セオ913.6/Se 76/ ３階閲覧室

マッキンゼー流
プレゼンテーションの技術

ジーン・ゼラズニー ゼラズニー336.17/Z 2/ ２階閲覧室

子どもの本の書き手たち
全国学校図書館
協議会　編

ゼンコク909.021/Z 3/ 書庫

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール　 ダール933/D 13/ ３階閲覧室
銃・病原菌・鉄　(上巻) ジヤレドダイアモンド ダイヤモンド209/D 71/ ３階閲覧室
銃・病原菌・鉄　(下巻) ジヤレドダイアモンド ダイヤモンド209/D 71/ ３階閲覧室
アジアで花咲け！なでしこたち たかぎなおこ タカギ366.38/Ta 29/ ２階閲覧室
禁断のパンダ 拓未司 タクミ913.6/Ta 74/ ３階閲覧室
お伽草紙 太宰治 ダザイEC-1/JL/ﾀｻ エンカレッジ文庫
中国武将列伝 田中芳樹 タナカ282.2/Ta 84/ 書庫
体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ　 タニタ596/Ta 88/ ３階閲覧室
龍のすむ家 クリス・ダレーシー ダレーシー933/D 11/ ３階閲覧室
脳から変えるダメな自分 築山節 ツキヤマ498.39/Ts 65/ ３階閲覧室
夜露死苦現代詩 都築響一 ツヅキEC-1/JL/ﾂﾂ エンカレッジ文庫
珍日本紀行 都築響一 ツヅキ291.09/Ts99/ 書庫
珍世界紀行 都築響一 ツヅキ293.09/Ts99/ 書庫
社会の真実の見つけかた 堤未果 ツツミ304/Ts 94/ ２階閲覧室
フューチャー・イズ・ワイルド ドゥーガル・ディクソンディクソン460.4/D 79/ 書庫
アフターマン ドゥーガル・ディクソンディクソン480.4/D 79/ 書庫
イサム・ノグチ ドウス昌代 ドウスEC-1/JL/ﾄｳ 書庫/エンカレッジ文庫

新幹線ガール 徳渕真利子 トクブチ686.36/To 35/ ３階閲覧室
日本語の森を歩いて フランス・ドルヌ　 ドルヌ810.4/S-2/ ２階閲覧室／新書
ウエスト２０ｃｍ減、体重１５ｋｇ
減！
ミトコンドリア・ダイエット

内藤眞禮生
ナ
イ
ト

DC-25/Soft/203 ディスカバリー新書

日本の大転換 中沢新一 ナカザワDC-12/Shuei/0606C ディスカバリー新書
脳科学からみた「祈り」 中野信子 ナカノ491.371/N 39/ ３階閲覧室

天風先生座談
中村天風(述)
宇野千代／著

ナ
カ
ム

914.6/N 37/ 書庫

ふたたびの恋 野沢尚 ノザワEC-1/JL/ﾉｻ エンカレッジ文庫
些末なおもいで 埜田杳 ノダ913.6/Ｎ92/ ３階閲覧室

フリードル先生とテレジン
の子どもたち

野村路子 ノムラ916/N 95/ ３階閲覧室

フューチャー・イズ・ワイルド
完全図解

クレアー・パイ パイ480/P 99/ ３階閲覧室

幻想 萩原朔太郎 ハギワラEC-1/JL/ﾊｷ エンカレッジ文庫
アイスクリン強し 畠中恵 ハタケナカ913.6/H 41/ ３階閲覧室
「通貨」を知れば世界が読める 浜矩子 ハマ338.97/H 22/ ２階閲覧室
へんないきもの 早川いくを ハヤカワ480.4/H 46/ ３階閲覧室



楽園のカンヴァス 原田マハ ハラダ913.6/H 32/ ３階閲覧室
キネマの神様 原田マハ ハラダEC-1/JL/ﾊﾗ エンカレッジ文庫
トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス　 ピアス933/P 54 ３階閲覧室
日本人の英語 マーク・ピーターセン ピーターセン835/S-1/ ２階閲覧室／新書
海賊とよばれた男 百田尚樹 ヒャクタ913.6/H 99/ ３階閲覧室
プリズム 百田尚樹 ヒャクタ913.6/H 99/ ３階閲覧室
十六歳のオリザの冒険をしるす本平田オリザ ヒラタ290.9/H 68 ３階閲覧室

シービスケット ローラ・ヒレンブランド　 ヒレンブランド788.5/H 58/ ３階閲覧室

直島瀬戸内アートの楽園 福武總一郎　ほか フクタケ706.9/F 84/ ３階閲覧室

お厚いのがお好き？ フジテレビ出版 フジテレビ019/O 11/ ３階閲覧室
シミュラークルとシミュレーション ジャン・ボードロヤールボードロヤール361.1/B28/ 書庫
朝ごはんの空気を見つけにいく 堀井和子 ホリイEC-5/Arufa/C110-1 エンカレッジ文庫
どうしても嫌いな人 益田ミリ マスダ726.1/Ma66/ ３階閲覧室
マグマ 真山仁 マヤマ913.6/Ma 98/ ３階閲覧室
「平家物語」の舞台を歩く 三池純正 ミイケ913.434/Mi 18/ ３階閲覧室
舟を編む 三浦しおん ミウラ913.6/Mi 67/ ３階閲覧室
少女 湊かなえ ミナト913.6/Mi 39/ ３階閲覧室
告白 湊かなえ ミナト913.6/Mi 39/ ３階閲覧室
少女 湊かなえ ミナトEC-1/JL/ﾐﾅ エンカレッジ文庫
告白 湊かなえ ミナトEC-1/JL/ﾐﾅ エンカレッジ文庫

ミュシャＡＲＴ
ＢＯＸ波乱の生涯と芸術

ミュシャ　 ミュシャ726.5/Mu 13/ ３階閲覧室

女房が宇宙を飛んだ 向井万起男 ムカイEC-5/Arufa/A33-3 エンカレッジ文庫
女房が宇宙を飛んだ 向井万起男 ムカイEC-5/Arufa/A33-7 エンカレッジ文庫

ホットケーキミックスの
みんな大好きおやつ＆パン

ベネッセムック
ム
ッ
ク

596.4/H96/ ３階閲覧室

パン屋再襲撃 村上春樹 ムラカミEC-1/JL/ﾑﾗ エンカレッジ文庫

世界の終りと
ハードボイルド・ワンダーランド

村上春樹
ム
ラ
カ

EC-1/JL/ﾑﾗ エンカレッジ文庫

源氏物語 紫式部 ム
ラ
913.369/Mu 56/1 ３階閲覧室

四畳半神話大系 森見登美彦 モ
リ
EC-1/JL/ﾓﾘ エンカレッジ文庫

童謡詩人金子みすゞ 矢崎節夫　他 ヤ
ザ
911.58/Y 67/ 書庫

柳宗理 柳宗理 ヤ
ナ
501.8/Y 52/ ３階閲覧室

彩花へ－「生きる力」をありがとう 山下京子 ヤ916/Y 44/ ３階閲覧室
おとなの小論文教室。 山田ズーニー ヤ

マ
816.5/Y 19/ ３階閲覧室

無銭優雅 山田詠美 ヤ
マ
913.6/Y 19/ ３階閲覧室

ときめく鉱物図鑑 山と渓谷社 ヤ
マ
459/Y 18/ ３階閲覧室

ある日、アヒルバス 山本幸久 ヤ
マ
EC-1/JL/ﾔﾏ エンカレッジ文庫

レ・ミゼラブル ユーゴー ユ
ゴ
SBW/orange/64-1 SBW推薦図書

レ・ミゼラブル ユーゴー ユ
ゴ
953/B-1/ ３階閲覧室／文庫

三国志 吉川英治 ヨ
シ
SBW/orange/78-1 SBW推薦図書

宮本武蔵 吉川英治 ヨ
シ
SBW/orange/79-1 SBW推薦図書

宮本武蔵 吉川英治 ヨ
シ
913.6/Y 89/ ３階閲覧室

三国志 吉川英治 ヨ
シ
913.6/Y 89/ ３階閲覧室

三国志 吉川英治 ヨEC-1/JL/ﾖｼ エンカレッジ文庫
宮本武蔵 吉川英治 ヨ

シ
913.6/Y 89/ 書庫

三国志 吉川英治 ヨ
シ
913.6/Y 89/1 書庫

女たちは二度遊ぶ 吉田修一 ヨ
シ
EC-1/JL/ﾖｼ エンカレッジ文庫

日曜日たち 吉田修三 ヨ
シ
EC-1/JL/ﾖｼ エンカレッジ文庫

アムリタ よしもとばなな ヨ
シ
913.6/Y 91 書庫

アムリタ よしもとばなな ヨ
シ
EC-1/JL/ﾖｼ 書庫/エンカレッジ文庫

ビデオ・ＤＶＤで観たい名画２００
選

淀川長治 ヨ
ド
EC-8/Chie/ﾖ3-1 エンカレッジ文庫

脳は眠らない アンドレア・ロック ロ
ッ
491.371/R57/ ３階閲覧室

大人のための勉強法 和田秀樹 ワ
ダ
DC-9/PHP/112 ディスカバリー新書

強すぎた名馬たち 渡辺敬一郎 ワ
タ
DC-11/Alfa/143-2D ディスカバリー新書


