
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

文藝にいかっぷ 第３４号 新冠文芸協会／編 新冠文芸協会

泥棒たちのレッドカーペット 赤川 次郎∥[著] 徳間書店

花を呑む あさの あつこ∥著 光文社

銀の猫 朝井 まかて∥著 文藝春秋

狩人の悪夢 有栖川 有栖∥著 KADOKAWA

向こうがわの蜂 池永 陽∥著 PHP研究所

東京クルージング 伊集院 静∥著 KADOKAWA

殺し屋、やってます。 石持 浅海∥著 文藝春秋

果てしなき追跡 逢坂 剛∥著 中央公論新社

蜜蜂と遠雷 恩田 陸∥著 幻冬舎

テロリストの処方 久坂部 羊∥著 集英社

美しい国への旅 田中 慎弥∥著 集英社

ダブルマリッジ 橘 玲∥著 文藝春秋

無貌の神 恒川 光太郎∥著 KADOKAWA

錯迷 堂場 瞬一∥著 小学館

翼がなくても 中山 七里∥著 双葉社

本を守ろうとする猫の話 夏川 草介∥著 小学館

結物語 西尾 維新∥著 講談社

墨龍賦 葉室 麟∥著 PHP研究所

サロメ 原田 マハ∥著 文藝春秋

罠に落ちろ 藤田 宜永∥著 徳間書店

ネコと昼寝 群 ようこ∥[著] 角川春樹事務所

サンライズ・サンセット 山本 一力∥著 双葉社

しんせかい 山下 澄人∥著 新潮社

まひるまの星 吉永 南央∥著 文藝春秋

山猫珈琲　下巻 湊 かなえ∥著 双葉社



さよなら、カルト村。 高田 かや∥著 文藝春秋

ビリー・リンの永遠の一日 ベン　ファウンテン∥著 新潮社

喜劇レオンスとレーナ ゲオルク　ビューヒナー∥原作 BL出版

隠密味見方同心　７ 風野 真知雄∥[著] 講談社

献心 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

七つの証言 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

高速の罠 堂場 瞬一∥著 文藝春秋

凍る炎 堂場 瞬一∥著 文藝春秋

共犯捜査 堂場 瞬一∥著 集英社

さくら 西 加奈子∥著 小学館

聖エセルドレダ女学院の殺人 ジュリー　ベリー∥著 東京創元社

幸福な王子/柘榴の家 ワイルド∥著 光文社



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

優しさと勇気の育てかた 水谷 修∥著 日本評論社

江戸の家計簿 磯田 道史∥監修 宝島社

いのちの証言 六草 いちか∥著 晶文社

安倍三代 青木 理∥著 朝日新聞出版

皇室　第７３号 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

吉田巌資料集　日記３-２６ 帯広叢書刊行会／編 帯広叢書刊行会

北の学芸員とっておきの《お宝ばなし》 北海道博物館協会学芸職員部会∥編 寿郎社

るるぶ横浜中華街みなとみらい　'18 JTBパブリッシング

るるぶ京都　'18 JTBパブリッシング

るるぶ奈良　'18 JTBパブリッシング

給食のおばさん、ブータンへ行く! 平澤 さえ子∥著 飛鳥新社

オーストラリア 実業之日本社

独裁国家・北朝鮮の実像 坂井 隆∥著 朝日新聞出版

電通事件 北 健一∥著 旬報社

ママも子どももハッピーになる!がんばらない子育て 高見 知日子∥著 すばる舎リンケージ

紙でつくるリハビリクラフト 佐々木 隆志∥監修 誠文堂新光社

年代で見る日本の地質と地形 高木 秀雄∥著 誠文堂新光社

高血圧 平田 恭信∥監修 高橋書店

肝炎のすべてがわかる本 泉 並木∥監修 講談社

よくわかる大人のADHD<注意欠如/多動性障害> 司馬 理英子∥著 主婦の友社

よくわかる大人のアスペルガー 梅永 雄二∥監修 主婦の友社

からだを整えるお手当て料理 ウー ウェン∥著 地球丸



現代の名工50周年記念誌 厚生労働省

ちいさな織り機でちいさなおしゃれこもの 蔭山 はるみ∥著 日本ヴォーグ社

主菜別献立がすぐ決まる副菜レシピ帖 堤 人美∥著 家の光協会

暮らし上手、育て上手のひぐま家ごはん日記 ひぐま あさこ∥著 KADOKAWA

iacoupéのコッペパン イアコッペ∥著 グラフィック社

混ぜて焼くだけ19時からの満足焼き菓子 吉野 陽美∥著 講談社

コチョウラン 富山 昌克∥著 NHK出版

バラ 鈴木 満男∥著 NHK出版

産業人魂　２ 海田 悠∥著 文藝春秋企画出版部

こんなにいっぱいトランプ手品 平岩 白風∥著 金園社

夢はみるものではなく、かなえるもの 澤 穂希∥著 PHP研究所

小学生・中学生のためのジュニアサッカー食事バイブル 森 裕子∥監修 カンゼン

大相撲力士名鑑　平成29年度 「相撲」編集部∥編 ベースボール・マガジン社

相撲観戦入門　2017 ベースボール・マガジン社

藤田浩子のあやとりでおはなし 藤田 浩子∥編著 一声社

近代日本を創った7人の女性 長尾 剛∥著 PHP研究所



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

学校で知っておきたい著作権　１ 小寺 信良∥著 汐文社

学校で知っておきたい著作権　２ 小寺 信良∥著 汐文社

モノのはじまりえほん 荒俣 宏∥監修 日本図書センター

大正時代のサバイバル 柏葉 比呂樹∥マンガ 朝日新聞出版

井伊直政 加来 耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

弁護士のひみつ おがた  たかはる／漫画 株式会社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

伝統行事 神崎 宣武∥監修 丸善出版

南極のサイエンス 藤子　F　不二雄∥キャラクター原作 小学館

キッズペディア地球館 神奈川県立生命の星　地球博物館∥監修 小学館

窓のひみつ 松野  千歌／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

毎日の生活が楽しくなる「声の魔法」　１ 藤野 良孝∥著 くもん出版

あなたのとなりにある不思議　びくびく編 日本児童文学者協会∥編 ポプラ社

初恋ゆうれいアート 斉藤 洋∥作 あかね書房

狐霊の檻 廣嶋 玲子∥作 小峰書店

とうちゃんとユーレイババちゃん 藤澤 ともち∥作 講談社

「悩み部」の平和と、その限界。 麻希 一樹∥著 学研プラス

アーチー・グリーンと錬金術師の呪い D.D.エヴェレスト∥著 あすなろ書房

ミス・マープル アガサ　クリスティー∥著 汐文社

バクのバンバン、船にのる ポリー　フェイバー∥作 徳間書店



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あめ イブ　スパング　オルセン∥さく 亜紀書房

あかですよあおですよ かこ さとし∥さく 福音館書店

生きている火山 井口 正人∥監修 くもん出版

えらいこっちゃのようちえん かさい まり∥文 アリス館

おひるねしましょ フィリス　ゲイシャイトー∥ぶん 岩崎書店

おいしそうなしろくま 柴田 ケイコ∥作　絵 PHP研究所

おむかえパパ ナディーヌ　ブランコム∥文 主婦の友社

きょうはたんじょうび 中川 ひろたか∥文 童心社

げんきにおでかけ 五味 太郎∥さく 童心社

しっぽの ぽ バルベリス∥作　絵 アスカコーポレーション

ジャッキーのしあわせ あだち なみ∥絵 ブロンズ新社

せつぶんセブン もとした いづみ∥作 世界文化社

たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやま ただし∥作　絵 鈴木出版

ちかしつのなかで 横須賀 香∥作 BL出版

とんねるをぬけると 片山 健∥さく　え 福音館書店

とらさんおねがいおきないで ブリッタ　テッケントラップ∥作　絵 ひさかたチャイルド

どんまい!こめごろう よしなが こうたく∥さく 好学社

なにたべているのかな? とよた かずひこ∥著 アリス館

日曜日の小さな大ぼうけん 愛川 美也∥作 BL出版

ねぎぼうずのあさたろう　その10 飯野 和好∥作 福音館書店

ノボルくんとフラミンゴのつえ 昼田 弥子∥作 童心社

走れ!!機関車 ブライアン　フロッカ∥作 絵 偕成社

≪紙芝居≫
書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

ばけこちゃんのひなまつり 苅田 澄子∥脚本 童心社


