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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 水の繭 大島／真寿美∥著 角川書店 2002.7
一般 チョコリエッタ 大島／真寿美∥著 角川書店 2003.3
一般 肝、焼ける 朝倉／かすみ∥著 講談社 2005.1
一般 カフーを待ちわびて 原田／マハ∥著 宝島社 2006.4
一般 ほどけるとける 大島　真寿美∥著 角川書店 2006.6
一般 ほかに誰がいる 朝倉　かすみ∥著 幻冬舎 2006.9
一般 虹色天気雨 大島　真寿美∥著 小学館 2006.1
一般 青いリボン 大島　真寿美∥作 理論社 2006.1
一般 ふじこさん 大島　真寿美∥著 講談社 2007.6
一般 そんなはずない 朝倉　かすみ∥著 角川書店 2007.6
一般 やがて目覚めない朝が来る 大島　真寿美∥著 ポプラ社 2007.1
一般 好かれようとしない 朝倉　かすみ∥著 講談社 2007.1
一般 田村はまだか 朝倉　かすみ∥著 光文社 2008.2
一般 タイム屋文庫 朝倉　かすみ∥著 マガジンハ

ウス 2008.5
一般 夫婦一年生 朝倉　かすみ∥著 小学館 2008.8
一般 エンジョイしなけりゃ意味ないね 朝倉　かすみ∥著 幻冬舎 2008.1
一般 おいしい水 原田　マハ∥著 岩波書店 2008.1
一般 ロコモーション 朝倉　かすみ∥著 光文社 2009.1
一般 三人姉妹 大島　真寿美∥著 新潮社 2009.4
一般 玩具の言い分 朝倉　かすみ∥著 祥伝社 2009.5
一般 英米児童文学のベストセラー４０ 成瀬　俊一∥編著 ミネルヴァ

書房 2009.6
一般 ともしびマーケット 朝倉　かすみ∥著 講談社 2009.7
一般 ギフト 原田　マハ∥著 イースト・

プレス 2009.7
一般 翼をください 原田　マハ∥著 毎日新聞社 2009.9
一般 静かにしなさい、でないと 朝倉　かすみ∥著 集英社 2009.9
一般 深夜零時に鐘が鳴る 朝倉　かすみ∥著 マガジンハ

ウス 2009.1
一般 戦友の恋 大島　真寿美∥著 角川書店 2009.1
一般 インディペンデンス・デイ 原田　マハ∥著 ＰＨＰ研究 2010.3
一般 感応連鎖 朝倉　かすみ∥著 講談社 2010.2
一般 星がひとつほしいとの祈り 原田　マハ∥著 実業之日本 2010.4
一般 ふがいない僕は空を見た 窪　美澄∥〔著〕 新潮社 2010.7
一般 声出していこう 朝倉　かすみ∥著 光文社 2010.8
一般 夏目家順路 朝倉　かすみ∥著 文芸春秋 2010.1
一般 こちらあみ子 今村　夏子∥著 筑摩書房 2011.1
一般 風のマジム 原田　マハ∥著 講談社 2010.1
一般 星守る犬 村上　たかし∥原作 双葉社 2011.6
一般 まぐだら屋のマリア 原田　マハ∥著 幻冬舎 2011.7
一般 あまからカルテット 柚木　麻子∥著 文芸春秋 2011.1
一般 本へのとびら 宮崎　駿∥著 岩波書店 2011.1
一般 それでも彼女は歩きつづける 大島　真寿美∥著 小学館 2011.1
一般 永遠（とわ）をさがしに 原田　マハ∥著 河出書房新 2011.1
一般 晴天の迷いクジラ 窪　美澄∥〔著〕 新潮社 2012.2
一般 けむたい後輩 柚木　麻子∥著 幻冬舎 2012.2
一般 ピエタ 大島　真寿美∥著 ポプラ社 2011.2
一般 旅屋おかえり 原田　マハ∥著 集英社 2012.4
一般 とうへんぼくで、ばかったれ 朝倉　かすみ∥〔著〕 新潮社 2012.5
一般 楽園のカンヴァス 原田　マハ∥〔著〕 新潮社 2012.1
一般 早稲女、女、男 柚木　麻子∥著 祥伝社 2012.7
一般 幸福な日々があります 朝倉　かすみ∥著 集英社 2012.8
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一般 生きるぼくら 原田　マハ∥著 徳間書店 2012.9
一般 ゼラニウムの庭 大島　真寿美∥著 ポプラ社 2012.9
一般 クラウドクラスターを愛する方法 窪　美澄∥著 朝日新聞出 2012.1
一般 私にふさわしいホテル 柚木　麻子∥著 扶桑社 2012.1
一般 少しだけ、おともだち 朝倉　かすみ∥著 筑摩書房 2012.1
一般 王妃の帰還 柚木　麻子∥著 実業之日本 2013.1
一般 アニバーサリー 窪　美澄∥〔著〕 新潮社 2013.3
一般 満つる月の如し 沢田　瞳子∥著 徳間書店 2012.3
一般 楽園のカンヴァス 原田　マハ∥〔著〕 新潮社 2012.1
一般 ふたり女房 沢田　瞳子∥著 徳間書店 2013.5
一般 総理の夫 原田　マハ∥著 実業之日本 2013.7
一般 夢も定かに 沢田　瞳子∥著 中央公論新 2013.8
一般 三月 大島　真寿美∥著 光文社 2013.9
一般 ユニコーン 原田　マハ∥著 ＮＨＫ出版 2013.9
一般 雨のなまえ 窪  美澄∥著 光文社 2013.1
一般 翔ぶ少女 原田  マハ∥著 ポプラ社 2014.1
一般 その手をにぎりたい 柚木  麻子∥著 小学館 2014.1
一般 関越えの夜 沢田  瞳子∥著 徳間書店 2014.2
一般 てらさふ 朝倉  かすみ∥著 文芸春秋 2014.2
一般 よるのふくらみ 窪  美澄∥〔著〕 新潮社 2014.2
一般 ワンナイト 大島  真寿美∥著 幻冬舎 2014.3
一般 遊佐家の四週間 朝倉  かすみ∥著 祥伝社 2014.7
一般 地図とスイッチ 朝倉  かすみ∥著 実業之日本 2014.1
一般 うどんキツネつきの 高山  羽根子∥〔著〕 東京創元社 2014.1
一般 乙女の家 朝倉  かすみ∥著 新潮社 2015.2
一般 ナイルパーチの女子会 柚木  麻子∥著 文芸春秋 2015.3
一般 若冲 沢田  瞳子∥著 文芸春秋 2015.4
一般 さよなら、ニルヴァーナ 窪  美澄∥著 文芸春秋 2015.5
一般 与楽の飯 沢田  瞳子∥著 光文社 2015.8
一般 空に牡丹 大島  真寿美∥著 小学館 2015.9
一般 師走の扶持 沢田  瞳子∥著 徳間書店 2015.1
一般 ロマンシエ 原田  マハ∥著 小学館 2015.1
一般 植物たち 朝倉  かすみ∥著 徳間書店 2015.1
一般 映画になった児童文学 川端  有子∥著 玉川大学出

版部 2015.1
一般 たそがれどきに見つけたもの 朝倉  かすみ∥著 講談社 2016.2
一般 アカガミ 窪  美澄∥著 河出書房新 2016.4
一般 奥様はクレイジーフルーツ 柚木  麻子∥著 文芸春秋 2016.5
一般 少女奇譚  あたしたちは無敵 朝倉  かすみ∥著 ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ 2016.5
一般 ツタよ、ツタ 大島  真寿美∥著 実業之日本 2016.1
一般 すみなれたからだで 窪  美澄∥著 河出書房新 2016.1
一般 秋萩の散る 沢田  瞳子∥著 徳間書店 2016.1
一般 サロメ 原田  マハ∥著 文芸春秋 2017.1
一般 やめるときも、すこやかなるときも 窪 美澄∥著 集英社 2017.3
一般 アノニム 原田 マハ∥著 KADOKAW 2017.6
一般 星の子 今村 夏子∥著 朝日新聞出 2017.6
一般 腐れ梅 澤田 瞳子∥著 集英社 2017.7
一般 さらさら流る 柚木 麻子∥著 双葉社 2017.8
一般 BUTTER 柚木 麻子∥[著] 新潮社 2017.4
一般 たゆたえども沈まず 原田 マハ∥著 幻冬舎 2017.1
一般 火定 澤田 瞳子∥著 PHP研究所 2017.1
一般 独り舞 李 琴峰∥著 講談社 2018.3
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一般 オブジェクタム 高山 羽根子∥著 朝日新聞出 2018.8
一般 龍華記 澤田 瞳子∥著 KADOKAW 2018.9
一般 ぼくは朝日 朝倉 かすみ∥著 潮出版社 2018.1
一般 居た場所 高山 羽根子∥著 河出書房新 2019.1
一般 GENESiS 1 東京創元社 2018.1
一般 父と私の桜尾通り商店街 今村 夏子∥著 KADOKAW 2019.2
一般 落花 澤田 瞳子∥著 中央公論新 2019.3
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