
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

スキン・コレクター ジェフリー　ディーヴァー∥著 文藝春秋

鍵の掛かった男 有栖川 有栖∥著 幻冬舎

わが心のジェニファー 浅田 次郎∥著 小学館

自画像 朝比奈 あすか∥著 双葉社

だれもが知ってる小さな国 有川 浩∥著 講談社

殺人鬼の献立表 あさの あつこ∥著 徳間書店

北天に楽土あり 天野 純希∥著 徳間書店

MILK 石田 衣良∥著 文藝春秋

下町ロケット 池井戸 潤∥著 小学館

空飛ぶタイヤ 池井戸 潤∥著 実業之日本社

陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂 幸太郎∥著 祥伝社

花燃ゆ 小松 江里子∥作 NHK出版

竈河岸 宇江佐 真理∥著 文藝春秋

メビウスの守護者 川瀬 七緒∥著 講談社

ヒトでなし 京極 夏彦∥著 新潮社

寮生 今野 敏∥著 集英社

ボス・イズ・バック 笹本 稜平∥著 光文社

黒のコスモス少女団 朱川 湊人∥著 集英社

真犯人 翔田 寛∥著 小学館

ルミッキ サラ　シムッカ∥著 西村書店

竜の道 白川 道∥著 幻冬舎

猫と庄造と二人のおんな 谷崎 潤一郎∥著 新潮社

この世にたやすい仕事はない 津村 記久子∥著 日本経済新聞出版社

Killers 堂場 瞬一∥著 講談社

Killers 堂場 瞬一∥著 講談社

闘う君の唄を 中山 七里∥著 朝日新聞出版

和僑 楡 周平∥著 祥伝社



愚物語 西尾 維新∥著 講談社

陽だまりの天使たち 馳 星周∥著 集英社

番神の梅 藤原 緋沙子∥著 徳間書店

帰蝶 諸田 玲子∥著 PHP研究所

主婦病 森 美樹∥著 新潮社

ネンレイズム/開かれた食器棚 山崎 ナオコーラ∥著 河出書房新社

ふなふな船橋 吉本 ばなな∥著 朝日新聞出版

ウォーク・イン・クローゼット 綿矢 りさ∥著 講談社

チェルノブイリの祈り スベトラーナ　アレクシエービッチ∥[著]岩波書店

狐舞 佐伯 泰英∥著 光文社

店仕舞い 佐伯 泰英∥著 角川春樹事務所

キノの旅 時雨沢 恵一∥[著] KADOKAWA

美少年探偵団 西尾 維新∥著 講談社

天国でまた会おう ピエール　ルメートル∥著 早川書房

天国でまた会おう ピエール　ルメートル∥著 早川書房



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

10代からの哲学図鑑 マーカス　ウィークス∥著 三省堂

わかる!使える!はじめての心理学 ゆうき ゆう∥監修 学研プラス

あっ!命の授業 ゴルゴ松本∥著 廣済堂出版

アラン先生と不幸な8人 五百田 達成∥著 ワニブックス

「気にしない」習慣 植西 聰∥著 PHP研究所

ストーリー思考で奇跡が起きる 小山 竜央∥著 大和書房

お寺さん入門 洋泉社

皇室 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集扶桑社

図説真田一族 丸島 和洋∥著 戎光祥出版

北国に光を掲げた人々 北海道科学文化協会／編集北海道科学文化協会

１００マイルほどのはるかな旅へ 渡辺  徹／著 恵庭共同印刷株式会社

るるぶ大阪 JTBパブリッシング

はたらかないで、たらふく食べたい 栗原 康∥著 タバブックス

国際協力事業団年報 国際協力事業／編 国際協力事業

ＡＪＯＳＣ’ｓ社会貢献活動年間報告書 全日本社会貢献団体機構／編集全日本社会貢献団体機構

日本の損害保険 日本損害保険協会

老後破産 NHKスペシャル取材班∥著 新潮社

北海道・東北のジオパーク 目代 邦康∥編 古今書院

かわいいクロスステッチクリスマスパターン250 アップルミンツ

はじめてでもかんたん!手作りドッグウエア&アクセサリー 武田 斗環∥著 ブティック社

おふくろの味定番100 NHK出版

燻製作りの基本 片山 三彦∥著 地球丸

忙しいママのための超かんたん離乳食 太田 百合子∥監修 ベネッセコーポレーション

しあわせを運ぶ猫 猫田 猫美∥著 コスモ21

にゃんだふるライフ ふじの はるか∥著 KADOKAWA

私、海の漁師になりました。 金萬 智男∥共著 誠文堂新光社

旅行年報 日本交通公社

フェルメール生涯の謎と全作品 大友 義博∥監修 宝島社

ちはやふる 末次 由紀∥著 講談社

花燃ゆ NHK出版

確実に速くなるランニングの科学 鈴木 清和∥著 池田書店

一流選手が教える女子バスケットボール 内海 知秀∥監修 西東社

勝つ!ソフトテニス ダブルス必勝の戦術 西田 豊明∥監修 メイツ出版

安全登山の基礎知識 田中 正人∥講師 スキージャーナル

山のむこう 藤田  ナツ子／著 文芸社

学生・教師・社会人のための漢字ハンドブック 近藤 政美∥編著 和泉書院



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

小学生１００人のわくわく読書体験 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構

超常現象・心霊写真 橘 伊津姫∥著 汐文社

調べる学習子ども年鑑 朝日小学生新聞∥監修 岩崎書店

新しい制度マイナンバーがよくわかる! フレーベル館

14歳からの宇宙論 佐藤 勝彦∥著 河出書房新社

気をつけろ!猛毒生物大図鑑 今泉 忠明∥著 ミネルヴァ書房

はたらく船大図鑑 池田 良穂∥監修 汐文社

かわいいおしゃれ＆ヘア 結城　モイラ／〔著〕 ポプラ社

めざせ!動物のお医者さん きむら ゆういち∥作 講談社

しずくちゃん ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

しずくちゃん ぎぼ　りつこ 岩崎書店

ウルトラマンXウルトラ全戦士バトルずかん 小学館

ドラえもんひみつじてん 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作小学館

お面屋たまよし 石川 宏千花∥[著] 講談社

お昼の放送の時間です 乗松 葉子∥作 ポプラ社

おばけがとりつくおんがくかい むらい かよ∥著 ポプラ社

がれきのなかの小鳥 カーリ　ビッセルス∥作 文溪堂

真田十勇士 小前 亮∥作 小峰書店

死神うどんカフェ1号店 石川 宏千花∥[著] 講談社

白をつなぐ まはら 三桃∥著 小学館

時をかける少女 筒井 康隆∥原作 KADOKAWA

ニレの木広場のモモモ館 高楼 方子∥作 ポプラ社

ようこそ、ペンション・アニモーへ 光丘 真理∥作 汐文社

ロックウッド除霊探偵局 ジョナサン　ストラウド∥作 小学館

ロックウッド除霊探偵局 ジョナサン　ストラウド∥作 小学館



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

おんがくたいくまちゃん シャーリー　パレントー∥ぶん 岩崎書店

おはよう!しゅうしゅうしゃ 竹下 文子∥作 偕成社

ぼくらちきゅうじんだいひょう! くすのき しげのり∥作 講談社

うーん、うーん、うんち! ネイチャー&サイエンス∥編 河出書房新社

おしりたんてい ププッおおどろぼうあらわる! トロル∥さく　え ポプラ社

オニのサラリーマン 富安 陽子∥文 福音館書店

オオサンショウウオみつけたよ にしかわ かんと∥ぶん 福音館書店

クリスマスイヴの木 デリア　ハディ∥文 BL出版

すりかえかめんミステリーツアー はら こうへい∥絵 河出書房新社

つんつくせんせいとかさじぞう たかどの ほうこ∥さく　え フレーベル館

ふうせんいぬティニーせかいいっしゅう! かわむら げんき∥さく マガジンハウス

フルーツパンケーキ さか井 美ゆき∥絵 ひかりのくに

まあちゃんとりすのふゆじたく かとう まふみ∥作 アリス館

まくらちゃんです。 とよた かずひこ∥さく　え 童心社

もうぬげない ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社

なんで? トレーシー　コーデュロイ∥作 ブロンズ新社

はいてほしいくつしたのおはなし いしはら なまこ∥作 BL出版

はじめてのずかん300 講談社ビーシー∥編 講談社

はっきょいどーん やまもと ななこ∥作 講談社

パンダ銭湯 tupera tupera∥さく 絵本館

ぱぴぷぺぽーず 新井 洋行∥著 文溪堂

ふまんがあります ヨシタケ シンスケ∥作　絵 PHP研究所

ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子∥作 講談社

まじょのルマニオさん 谷口 智則∥作　絵 文溪堂

わらう さこ ももみ∥著 白泉社


