
【一般書】

書名 著者名 請求記号

匿名芸術家 　青木　淳悟∥著 Ｆ　アオ

空洞電車 　朝倉　宏景∥著 Ｆ　アサ

金木犀とメテオラ 　安壇　美緒∥著 Ｆ　アダ

オーガ〈ニ〉ズム 　阿部　和重∥著 Ｆ　アベ

あなたが私を竹槍で突き殺す前に 　李　龍徳∥著 Ｆ　イ

ホテル・アルカディア 　石川　宗生∥著 Ｆ　イシ

白銀（しろがね）の巫女 　乾石　智子∥著 Ｆ　イヌ

赤銅（あかがね）の魔女 　乾石　智子∥著 Ｆ　イヌ

ねなしぐさ 　乾　緑郎∥著 Ｆ　イヌ

青炎の剣士 　乾石　智子∥著 Ｆ　イヌ

Ｍａｔｔ 　岩城　けい∥著 Ｆ　イワ

しゃもぬまの島 　上畠　菜緒∥著 Ｆ　ウエ

リラと戦禍の風 　上田　早夕里∥著 Ｆ　ウエ

一緒にお墓に入ろう 　江上　剛∥著 Ｆ　エガ

エピローグ 　円城　塔∥著 Ｆ　エン

ウナノハテノガタ 　大森兄弟∥著 Ｆ　オオ

戦時大捜査網 　岡田　秀文∥著 Ｆ　オカ

アウア・エイジ 　岡本　学∥著 Ｆ　オカ

入れ子の水は月に轢かれ 　オーガニックゆうき∥著 Ｆ　オガ

踏み跡にたたずんで 　小野　正嗣∥著 Ｆ　オノ

小さき者たち 　粕谷　知世∥著 Ｆ　カス

新しい鳥たち 　片山　恭一∥著 Ｆ　カタ

海亀たち 　加藤　秀行∥著 Ｆ　カト

双子は驢馬に跨がって 　金子　薫∥著 Ｆ　カネ

壺中に天あり獣あり 　金子　薫∥著 Ｆ　カネ

からっぽたいくつどようびはまだ
　「いつもありがとう」作文コンクー
ル書籍制作委員会∥編

Ｆ　カラ

熊本くんの本棚 　キタハラ∥著 Ｆ　キタ

ホームドアから離れてください 　北川　樹∥著 Ｆ　キタ

ウミガメみたいに飛んでみな 　木村　椅子∥著 Ｆ　キム

野良ビトたちの燃え上がる肖像 　木村　友祐∥著 Ｆ　キム

悲善の旅路 　木村　伸夫∥著 Ｆ　キム

静かなる太陽 　霧島　兵庫∥著 Ｆ　キリ
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郷愁 　工藤　正廣∥著 Ｆ　クド

暗い林を抜けて 　黒川　創∥著 Ｆ　クロ

組曲わすれこうじ 　黒田　夏子∥著 Ｆ　クロ

まったく、青くない 　黒田　小暑∥著 Ｆ　クロ

ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 　鴻池　留衣∥著 Ｆ　コウ

中尉 　古処　誠二∥著 Ｆ　コド

ビルマに見た夢 　古処　誠二∥著 Ｆ　コド

トリニティ、トリニティ、トリニティ 　小林　エリカ∥著 Ｆ　コバ

七度笑えば、恋の味 　古矢永　塔子∥著 Ｆ　コヤ

家の中で迷子 　坂口　恭平∥著 Ｆ　サカ

日の出 　佐川　光晴∥著 Ｆ　サガ

神々のカープ物語 　迫　勝則∥著 Ｆ　サコ

県民には買うものがある 　笹井　都和古∥著 Ｆ　ササ

プルースト効果の実験と結果 　佐々木　愛∥著 Ｆ　ササ

言の葉は、残りて 　佐藤　雫∥著 Ｆ　サト

ニルヤの島 　柴田　勝家∥著 Ｆ　シバ

蒼翼の獅子たち 　志茂田  景樹∥著 Ｆ　シモ

秒速１１．２キロの熱情 　直原　冬明∥著 Ｆ　ジキ

不見（みず）の月 　菅　浩江∥著 Ｆ　スガ　２

歓喜の歌 　菅　浩江∥著 Ｆ　スガ　３

ポロック生命体 　瀬名　秀明∥著 Ｆ　セナ

カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 　高山　羽根子∥著 Ｆ　タカ

神の名前 　高橋　克典∥著 Ｆ　タカ

今夜はひとりぼっちかい？ 　高橋　源一郎∥著 Ｆ　タカ

約束の果て 　高丘　哲次∥著 Ｆ　タカ

図書室のバシラドール 　竹内　真∥著 Ｆ　タケ

地に這うものの記録 　田中　慎弥∥著 Ｆ　タナ

工作艦間宮の戦争 　谷　甲州∥著 Ｆ　タニ

鏡のなかのアジア 　谷崎　由依∥著 Ｆ　タニ

星に仄めかされて 　多和田　葉子∥著 Ｆ　タワ

エンドレス・スリープ 　辻　寛之∥著 Ｆ　ツジ

希望のゆくえ 　寺地　はるな∥著 Ｆ　テラ

ポリフォニック・イリュージョン 　飛　浩隆∥著 Ｆ　トビ

無実の君が裁かれる理由 　友井　羊∥著 Ｆ　トモ
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ゴー・ホーム・クイックリー 　中路　啓太∥著 Ｆ　ナカ

ミネルヴァとマルス　上・下 　中路　啓太∥著 Ｆ　ナカ　１，２

死の川を越えて　上・下 　中村　紀雄∥著 Ｆ　ナカ　１，２

ほどなく、お別れです 　長月　天音∥著 Ｆ　ナガ

新・紫式部日記 　夏山　かほる∥著 Ｆ　ナツ

駅長の娘 　楢井　春生∥著 Ｆ　ナラ

赤とんぼ 　新美　南吉∥著 Ｆ　ニイ

　紳士と淑女のコロシアム「競技ダンス」へよ
うこそ

　二宮　敦人∥著 Ｆ　ニノ

ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ 　乗代　雄介∥著 Ｆ　ノリ

十七八より 　乗代　雄介∥著 Ｆ　ノリ

片羽の鳥 　橋本　みい子∥著 Ｆ　ハシ

ＭＧＣ 　蓮見　恭子∥著 Ｆ　ハス

横浜大戦争 　蜂須賀　敬明∥著 Ｆ　ハチ

帝国 　花村　萬月∥著 Ｆ　ハナ

構造素子 　樋口　恭介∥著 Ｆ　ヒグ

いきるりすく 　平沼　正樹∥著 Ｆ　ヒラ

校舎の静脈 　日和　聡子∥著 Ｆ　ヒワ

海を駆ける 　深田　晃司∥著 Ｆ　フカ

ピエタとトランジ 　藤野　可織∥著 Ｆ　フジ

平家物語　犬王の巻 　古川　日出男∥著 Ｆ　フル

おおきな森 　古川　日出男∥著 Ｆ　フル

南無ロックンロール二十一部経 　古川　日出男∥著 Ｆ　フル

非常出口の音楽 　古川　日出男∥著 Ｆ　フル

読書実録 　保坂　和志∥著 Ｆ　ホサ

＃柚莉愛とかくれんぼ 　真下　みこと∥著 Ｆ　マシ

エデュケーション 　増田　晶文∥著 Ｆ　マス

ショパンゾンビ・コンテスタント 　町屋　良平∥著 Ｆ　マチ

ギケイキ 　町田　康∥著 Ｆ　マチ　１

ギケイキ 　町田　康∥著 Ｆ　マチ　２

月岡草飛の謎 　松浦　寿輝∥著 Ｆ　マツ

蹴爪（ボラン） 　水原　涼∥著 Ｆ　ミズ

スカーレット　上・下 　水橋　文美江∥作 Ｆ　ミズ　１，２

東京普請日和 　湊　ナオ∥著 Ｆ　ミナ

母さん、わたしはあなたがきらいです 　みねこ∥文 Ｆ　ミネ
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ディスタント 　ミヤギ　フトシ∥著 Ｆ　ミヤ

地球が寂しいその理由 　六冬　和生∥著 Ｆ　ムト

道の向こうの道 　森内　俊雄∥著 Ｆ　モリ

Ｄｅｌｉｖｅｒｙ 　八杉／将司∥著 Ｆ　ヤス

小鳥、来る 　山下　澄人∥著 Ｆ　ヤマ

クロス 　山下　紘加∥著 Ｆ　ヤマ

あたしの拳が吼えるんだ 　山本　幸久∥著 Ｆ　ヤマ

いつか深い穴に落ちるまで 　山野辺　太郎∥著 Ｆ　ヤマ

ミッドナイツ 　山口　雅也∥著 Ｆ　ヤマ

プロジェクト・インソムニア 　結城　真一郎∥著 Ｆ　ユウ

ストロング・スタイル 　行成　薫∥著 Ｆ　ユキ

流卵 　吉村　萬壱∥著 Ｆ　ヨシ

遠くの街に犬の吠える 　吉田　篤弘∥著 Ｆ　ヨシ

ポラリスが降り注ぐ夜 　李　琴峰∥著 Ｆ　リ
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