
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

放課後の厨房男子　［３］ 秋川 滝美∥著 幻冬舎

踊る星座 青山 七恵∥著 中央公論新社

トップリーグ 相場 英雄∥[著] 角川春樹事務所

ホワイトラビット 伊坂 幸太郎∥著 新潮社

琥珀の夢　上 伊集院 静∥著 集英社

琥珀の夢　下 伊集院 静∥著 集英社

裏切りのホワイトカード 石田 衣良∥著 文藝春秋

墨の香 梶 よう子∥著 幻冬舎

武士マチムラ 今野 敏∥著 集英社

砂上 桜木 紫乃∥著 KADOKAWA

孤軍 笹本 稜平∥著 双葉社

花になるらん 玉岡 かおる∥著 新潮社

エッグマン 辻 仁成∥著 朝日新聞出版

教場　0 長岡 弘樹∥著 小学館

草笛物語 葉室 麟∥著 祥伝社

守教　上 帚木 蓬生∥著 新潮社

守教　下 帚木 蓬生∥著 新潮社

ライオンは仔猫に夢中 東川 篤哉∥著 祥伝社

マスカレード・ナイト 東野 圭吾∥著 集英社

アナログ ビートたけし∥著 新潮社

茶筅の旗 藤原 緋沙子∥著 新潮社

湖底の城　7巻 宮城谷 昌光∥著 講談社

百貨の魔法 村山 早紀∥著 ポプラ社

悪道　［5］ 森村 誠一∥著 講談社

きっと誰かが祈ってる 山田 宗樹∥著 幻冬舎

バブルノタシナミ 阿川 佐和子∥著 世界文化社

湖の男 アーナルデュル　インドリダソン∥著 東京創元社

ボージャングルを待ちながら オリヴィエ　ブルドー∥著 集英社



三度目の殺人 是枝 裕和∥著 宝島社

キノの旅　21 時雨沢 恵一∥[著] KADOKAWA

情に泣く 細谷 正充∥編 朝日新聞出版



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

実用六法　平成30年版 加藤 晋介∥監修 成美堂出版

日本人のおなまえっ!　１ NHK「日本人のおなまえっ!」制作班∥編 集英社インターナショナル

生涯投資家 村上 世彰∥著 文藝春秋

笑いを愛した吉本せい 洋泉社

共生の「くに」を目指して 赤堀 芳和∥著 講談社エディトリアル

天声人語　2017年1月-6月 朝日新聞論説委員室∥著 朝日新聞出版

図解でわかる!地方銀行 高橋 克英∥著 秀和システム

あなたのまわりのデータの不思議 景山 三平∥著 実教出版

「つい怒ってしまう」がなくなる子育てのアンガーマネジメント 戸田 久実∥著 青春出版社

こんな教師になってほしい 逸見 博昌∥著 悠光堂

東京都市大学 日経BPコンサルティング

発達障害の基礎知識 宮尾 益知∥著 河出書房新社

はじめてのボランティア手話 谷 千春∥監修 主婦の友社

はじめての地質学 日本地質学会∥編著 ベレ出版

人を襲うクマ 羽根田 治∥著 山と溪谷社

狭心症・心筋梗塞 三田村 秀雄∥監修 講談社

Ｍａｋｏｔｏ  Ｎａｋａｙａｍａ  Ｃｒａｆｔｉｎｇ  Ｍｏｄｅｒｎｉｓｍ 中山  眞琴／［著］ 株式会社ｎＡ中山アーキテクツ

Ｍａｋｏｔｏ  Ｎａｋａｙａｍａ  Ｃｒａｆｔｉｎｇ  Ｍｏｄｅｒｎｉｓｍ 中山  眞琴／［著］ 株式会社ｎＡ中山アーキテクツ

Ｍａｋｏｔｏ  Ｎａｋａｙａｍａ  Ｃｒａｆｔｉｎｇ  Ｍｏｄｅｒｎｉｓｍ 中山  眞琴／［著］ 株式会社ｎＡ中山アーキテクツ

闘え!高専ロボコン 萱原 正嗣∥著 ベストセラーズ

最新ミサイルがよ～くわかる本 井上 孝司∥著 秀和システム

松浦香苗の針仕事 松浦 香苗∥著 日本ヴォーグ社

酒肴(つまみ)ごよみ365日 萬田 康文∥著 誠文堂新光社

野菜たっぷりおかず KADOKAWA

おでかけ弁当ドリル 上島 亜紀∥[著] 宙出版

科学的だからおいしい!お弁当のコツ 水島 弘史∥著 日本文芸社



小麦粉なしでつくるたっぷりクリームの魅惑のおやつ 森崎 繭香∥著 日東書院本社

超簡単「ちょい足し酵母」のパン作り 吉永 麻衣子∥著 新潮社

子どもの病気SOS 草川 功∥監修 マガジンハウス

猫だもの いせ ひでこ∥絵と文 平凡社

空き家対策等地域守りに関する調査研究 全国宅地建物取引業協会連合会∥編集 全国宅地建物取引業協会連合会

空き家対策等地域守りに関する調査研究 全国宅地建物取引業協会連合会∥編集 全国宅地建物取引業協会連合会

カラーを楽しむカルトナージュ 吉田 恵子∥著 創藝社

映画監督、北野武。 フィルムアート社∥編 フィルムアート社

紙芝居の歴史を生きる人たち 畑中 圭一∥著 文民教育協会子どもの文化研究所



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部∥[編] 朝日学生新聞社

よくわかるLGBT 藤井 ひろみ∥監修 PHP研究所

ロボット図鑑 クライブ　ギフォード∥著 東京書籍

お好み焼きのひみつ たまだまさお／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

子どものためのニッポン手仕事図鑑 大牧 圭吾∥監修 オークラ出版

わくわくオーケストラ楽器物語 八木 倫明∥文 ポトス出版

まるごとキッズマジック大集合BOOK 藤原 邦恭∥著 いかだ社

知ってる?陸上競技 朝原 宣治∥著 ベースボール・マガジン社

知ってる?水泳 村上 二美也∥著 ベースボール・マガジン社

X-01　2 あさの あつこ∥[著] 講談社

ルルとララのハロウィン あんびる やすこ∥作　絵 岩崎書店

唐木田さんち物語 いとう みく∥作 毎日新聞出版

クリスマスがちかづくと 斉藤 倫∥作 福音館書店

ちゃめひめさまとペピーノおうじ たかどの ほうこ∥作 あかね書房

街角には物語が… 高楼 方子∥作 偕成社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　8 廣嶋 玲子∥作 偕成社

昔話法廷　Season2 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班∥編 金の星社

アバローのプリンセスエレナ KADOKAWA

メリーメリーへんしんする ジョーン　G.ロビンソン∥作　絵 岩波書店

プーカの谷 渡辺 洋子∥編　訳 こぐま社



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

アントンせんせいあかちゃんです 西村 敏雄∥作 講談社

アンジェロのいろあつめ シルヴィ　ポワルヴェ∥作 ワールドライブラリー

おならまんざい 長谷川 義史∥作 小学館

きのうえのおうちへようこそ! ドロシア　ウォーレン　フォックス∥作 偕成社

くねくね! クレール　ズケリ　ローマー∥作 小学館

クマと森のピアノ デイビッド　リッチフィールド∥作 ポプラ社

しあわせ いもと ようこ∥作 講談社

すっぱりめがね 藤村 賢志∥作 教育画劇

ぞろりぞろりとやさいがね ひろかわ さえこ∥作 偕成社

としょかんへぴょん!ぴょん!ぴょん! アニー　シルヴェストロ∥文 絵本塾出版

ねこのピートだいすきなおやすみえほん キムバリー　ディーン∥作 ひさかたチャイルド

パパ、サンドイッチつくってあげる! ピップ　ジョーンズ∥ぶん ほるぷ出版

パジャマでぽん! くぼ まちこ∥著 アリス館

ぴりかちゃんのブーツ さとう あや∥文　絵 福音館書店

ぼくのおとうさんとおかあさん みやにし たつや∥作　絵 金の星社

マスターさんとどうぶつえん アーノルド　ローベル∥さく 好学社

魔女たちのパーティー ロンゾ　アンダーソン∥文 徳間書店

やもじろうとはりきち 降矢 なな∥作　絵 佼成出版社

ルラルさんのだいくしごと いとう ひろし∥作 ポプラ社


