
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

新ひだか文芸　第１１号 竹田  雄三／編 新ひだか文芸刊行委員会

日本人はなぜ、五七五七七の歌を愛してきたのか 錦 仁∥編 笠間書院

鼠、噓つきは役人の始まり 赤川 次郎∥著 KADOKAWA

満潮 朝倉 かすみ∥著 光文社

異世界でカフェを開店しました。　９ 甘沢 林檎∥[著] アルファポリス

蝶結び 犬飼 六岐∥著 KADOKAWA

夜明けまで眠らない 大沢 在昌∥著 双葉社

コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和∥著 サンマーク出版

屋根をかける人 門井 慶喜∥著 KADOKAWA

クラウドガール 金原 ひとみ∥著 朝日新聞出版

209号室には知らない子供がいる 櫛木 理宇∥著 KADOKAWA

サーベル警視庁 今野 敏∥[著] 角川春樹事務所

春に散る　上 沢木 耕太郎∥著 朝日新聞出版

春に散る　下 沢木 耕太郎∥著 朝日新聞出版

電王 高嶋 哲夫∥著 幻冬舎

時が見下ろす町 長岡 弘樹∥著 祥伝社

悲衛伝 西尾 維新∥著 講談社

料理人の光 原 宏一∥著 双葉社

幻庵　上 百田 尚樹∥著 文藝春秋

幻庵　下 百田 尚樹∥著 文藝春秋

三鬼 宮部 みゆき∥著 日本経済新聞出版社

カズサビーチ 山本 一力∥著 新潮社

私をくいとめて 綿矢 りさ∥著 朝日新聞出版

笑って、泣いて、考えて。 永 六輔∥[述] 小学館

人間の煩悩 佐藤 愛子∥著 幻冬舎

山猫珈琲　上 湊 かなえ∥著 双葉社



七王国の騎士 ジョージ　R.R.マーティン∥著 早川書房

よろず占い処陰陽屋狐の子守歌 天野 頌子∥[著] ポプラ社

任俠病院 今野 敏∥著 中央公論新社

ペトロ 今野 敏∥著 中央公論新社

超高速!参勤交代リターンズ 土橋 章宏∥[著] 講談社

水鏡推理　４ 松岡 圭祐∥[著] 講談社

水鏡推理　５ 松岡 圭祐∥[著] 講談社

月魚 三浦 しをん∥[著] 角川書店



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

僕らが毎日やっている最強の読み方 池上 彰∥著 東洋経済新報社

スマホの5分で人生は変わる 小山 竜央∥著 KADOKAWA

シャクシャインの戦い 平山 裕人∥著 寿郎社

クライヴ・ブリテン ロビン・オークリー／著 日本競走馬協会

るるぶ名古屋　’17 JTBパブリッシング

るるぶ宮崎高千穂　’17 JTBパブリッシング

るるぶ沖縄　’17 JTBパブリッシング

6カ月で行政書士　2017年版 福澤 繁樹∥著 フォーサイト

3カ月でFP2級　2017年版 フォーサイト教材作成室∥著 フォーサイト

江戸三百藩の家計簿 八幡 和郎∥監修 宝島社

6カ月で社労士　2017年版 加藤 光大∥著 フォーサイト

下流老人 藤田 孝典∥著 朝日新聞出版

人質の経済学 ロレッタ　ナポリオーニ∥著 文藝春秋

生きたかった 藤井 克徳∥編 大月書店

大人に刺さる園児の名言 東邦出版編集部∥編 東邦出版

アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告　第１６号 アイヌ文化振興・研究推進機構／編集 アイヌ文化振興・研究推進機構

脳はなぜ都合よく記憶するのか ジュリア　ショウ∥著 講談社

脳梗塞 岡田 靖∥総監修 NHK出版

リノベーションでつくるカッコよくて心地いい家 主婦と生活社

繊維の科学 日本繊維技術士センター∥編 日刊工業新聞社

春まで着たいワンピース チュニック トップス ブティック社

斉藤謠子私のキルト 斉藤 謠子∥[著] 日本ヴォーグ社

今日も食べたいごはん 飯島 奈美∥著 ぴあ

3カ月で宅建　2017年版 窪田 義幸∥著 フォーサイト

プロが教える現場で役立つ手書きPOP さとだて ゆめこ∥著 日貿出版社

世界遺産年報　2015 日本ユネスコ協会連盟∥編 講談社



ぷりっつさんち　５ 松本 ぷりっつ∥著 主婦の友社

やってはいけないデザイン 平本 久美子∥著 翔泳社

国芳も春画も読めるわかる はじめてのくずし字教室 角田 恵理子∥著 講談社

スノードームの世界 ものづくりクラブ∥著 ほるぷ出版

人生の終いじたく まさかの、延長戦!? 中村 メイコ∥著 青春出版社

「最高のチーム」の作り方 栗山 英樹∥著 ベストセラーズ

アウトドアのロープワーク 小暮 幹雄∥著 ナツメ社



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

憲法くん 松元 ヒロ∥作 講談社

クマ大図鑑 小池 伸介∥監修 PHP研究所

ごみ処理場・リサイクルセンターで働く人たち 漆原 次郎∥著 ぺりかん社

ぶつからないクルマのひみつ 山口  育孝∥漫画 学研プラス出版プラス事業部出版コミュニケーション室

地野菜/伝統野菜 堀 知佐子∥監修 丸善出版

鉄道ものしりクイズ 佐藤 常治∥著 秋田書店

方言萌え!? 田中 ゆかり∥著 岩波書店

あなたのとなりにある不思議 日本児童文学者協会∥編 ポプラ社

あなたのとなりにある不思議 日本児童文学者協会∥編 ポプラ社

ルルとララのアロハ!パンケーキ あんびる やすこ∥作　絵 岩崎書店

ドールハウスはおばけがいっぱい 柏葉 幸子∥作 ポプラ社

おばけのアッチおしろのケーキ 角野 栄子∥さく ポプラ社

恐怖コレクター 佐東 みどり∥作 KADOKAWA

にっこりおすしとわさびくん 佐川 芳枝∥作 講談社

銀杏堂 橘 春香∥作　絵 偕成社

おとのさま、スキーにいく 中川 ひろたか∥作 佼成出版社

すがたをかえる食べものずかん 石井 克枝∥監修 あかね書房



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

かばん 新井 洋行∥作　絵 偕成社

かぶきわらし 庄司 三智子∥文　絵 出版ワークス

クマですが、イヌです ダイアン　フォックス∥作 光村教育図書

こけしがこけて 新井 洋行∥作　絵 鈴木出版

しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ 武田 美穂∥作 ほるぷ出版

シロクマくんといっしょに コンスタンツェ　セミデイ∥文 ワールドライブラリー

小学生のボクは、鬼のようなお母さんにナスビを売らされました。 原田 剛∥文 ワイヤーオレンジ

ソフィアのとってもすてきなぼうし ミシェル　エドワーズ∥文 BL出版

単位がわかる グラムのえほん ほるぷ出版

だじゃれ十二支 中川 ひろたか∥文 世界文化社

だるまちゃんとにおうちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店

どうじょどうじょ りとう ようい∥作 絵本館

フローレンス・ナイチンゲール デミ∥作 光村教育図書


