
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

文藝にいかっぷ　第35号 新冠文芸協会／編 新冠文芸協会

ヲトメノイノリ 石田 千∥著 筑摩書房

百年泥 石井 遊佳∥著 新潮社

海馬の尻尾 荻原 浩∥著 光文社

口笛の上手な白雪姫 小川 洋子∥著 幻冬舎

銀河鉄道の父 門井 慶喜∥著 講談社

七色結び 神田 茜∥著 光文社

父子(おやこ)ゆえ 梶 よう子∥[著] 角川春樹事務所

棲月 今野 敏∥著 新潮社

英龍伝 佐々木 譲∥著 毎日新聞出版

映画化決定 友井 羊∥著 朝日新聞出版

護られなかった者たちへ 中山 七里∥著 NHK出版

掟上今日子の色見本 西尾 維新∥著 講談社

元禄六花撰 野口 武彦∥著 講談社

天翔ける 葉室 麟∥著 KADOKAWA

蒼き山嶺 馳 星周∥著 光文社

ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで 真梨 幸子∥著 幻冬舎

風神の手 道尾 秀介∥著 朝日新聞出版

噓 村山 由佳∥著 新潮社

婚約迷走中 群 ようこ∥[著] 角川春樹事務所

牛天神 山本 一力∥著 文藝春秋

おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子∥著 河出書房新社

ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子∥文 講談社

妻に捧げた1778話 眉村 卓∥著 新潮社

ペコロスの母の忘れもの 岡野 雄一∥著 朝日新聞出版

親の介護をはじめたらお金の話で泣き見てばかり 鳥居 りんこ∥著 ダイヤモンド・ビッグ社

アイリーンはもういない オテッサ　モシュフェグ∥著 早川書房



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

学校図書館の出番です! 肥田 美代子∥著 ポプラ社

皇室 第77号（平成30年冬号） 『皇室Our Imperial Family』編集部∥編集 扶桑社

るるぶ岩手　’19 JTBパブリッシング

るるぶ横浜中華街みなとみらい　’19 JTBパブリッシング

るるぶ奈良　’19 JTBパブリッシング

エスカレーション 藤田 直央∥著 岩波書店

じっくり派もお手軽派も必ずトクする!NISA入門 大竹 のり子∥監修 ナツメ社

ある日突然、普通のママが子どものネットトラブルに青ざめる 長谷川 陽子∥著 アイエス・エヌ株式会社コミュニティ・パブリッシング事業部

奨学金借りるとき返すときに読む本 柴田 武男∥編 弘文堂

モンテッソーリ流たった5分で「言わなくてもできる子」に変わる本 伊藤 美佳∥著 青春出版社

日本の祭り　平成二十九～三十年版 ＮＰＯ日本の祭りネットワーク／監修 ゆめディア

ローゼンメソッド・ボディワーク マリオン　ローゼン∥著 BABジャパン

がんが再発・転移した時、あなたは? 岩崎 瑞枝∥編著 中央法規出版

刺しゅう糸で編む季節のプチぐるみ77 アップルミンツ

針と糸なしで「ボンド」で貼って作るバッグとこもの 朝倉 史∥著 河出書房新社

おいしい大地、北海道! すずき もも∥著 イースト・プレス

絵本とおもちゃでゆっくり子育て 柿田 友広∥[著] マイルスタッフ

ゼロからはじめる!脱サラ農業の教科書 田中 康晃∥著 同文舘出版

海藻の歴史 カオリ　オコナー∥著 原書房

海藻王国 鈴木 克也∥ほか著 日本地域社会研究所

グランドスタッフになるには 京極 祥江∥著 ぺりかん社

現代感覚で楽しむ水墨画画材と技法のヒント 根岸 嘉一郎∥著 日貿出版社

文字に美はありや。 伊集院 静∥著 文藝春秋

折り紙からはじめるローズウィンドウ 平田 朝子∥著 ブティック社

見て弾くかんたんピアノ・レパートリー 自由現代社編集部∥編著 自由現代社(発売)

やさしい三味線講座 千葉 登世∥編著 自由現代社(発売)



誰も教えてくれなかったマラソンフォームの基本 みやす のんき∥著 カンゼン

洞察と戦略で勝つ!剣道 鈴木 剛∥著 誠文堂新光社

日本経済時事ドリル　2018-2019 日本経済新聞社∥編 日本経済新聞出版社

エヴァの震える朝 エヴァ　シュロス∥著 朝日新聞出版

羆撃ち 久保 俊治∥著 小学館

家庭の医学 主婦の友社∥編 主婦の友社

広辞苑  付録 岩波書店

広辞苑 新村 出∥編 岩波書店

広辞苑をつくるひと 三浦  しをん 岩波書店



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

アンネ・フランク 大塚 信∥監修 KADOKAWA

榎本武揚と明治維新 黒瀧 秀久∥著 岩波書店

同級生は外国人!? 吉富 志津代∥監修 汐文社

ジュニア空想科学読本 柳田 理科雄∥著 汐文社

子どもに伝えたい和の技術 和の技術を知る会∥著 文溪堂

ファッションビルのひみつ まさや  ようこ／漫画 学研プラス次世代教育創造事業部学びソリューション事業室

伝統工芸のきほん 伝統工芸のきほん編集室∥[編] 理論社

撮りたい!飾りたい!親子でおりがみ 新宮 文明∥著 新星出版社

平野美宇と伊藤美誠がんばれ!ピンポンガールズ 城島 充∥著 講談社

知ってる?フットサル 鈴木 隆二∥著 ベースボール・マガジン社

おもしろい!楽しい!うれしい!手紙 スギヤマ カナヨ∥[著] 偕成社

命のダイヤル 赤川 次郎∥著 汐文社

墓守りのレオ 石川 宏千花∥著 小学館

おばけのアッチとくものパンやさん 角野 栄子∥さく ポプラ社

言葉屋 久米 絵美里∥作 朝日学生新聞社

図書館の怪談 斉藤 洋∥作 あかね書房

邪馬台戦記 東郷 隆∥作 静山社

怪談5分間の恐怖 立入禁止 中村 まさみ∥著 金の星社

きらわれもののこがらしぼうや 仁科 幸子∥作　絵 PHP研究所

さよなら、おばけ団地 藤重 ヒカル∥作 福音館書店

レモンの図書室 ジョー　コットリル∥作 小学館

シャドウ・チルドレン マーガレット　P.ハディックス∥著 小学館

シロクマが家にやってきた! マリア　ファラー∥作 あかね書房

パディントンのどろぼう退治 マイケル　ボンド∥作 WAVE出版

なぞとき博物館 ダン　メトカーフ∥作 KADOKAWA



≪絵本≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あっぱれ!ぱくっ せき ゆうこ∥作 小学館

あかいろうそく 新美 南吉∥作 金の星社

えがないえほん B.J.ノヴァク∥さく 早川書房

おふろでにほんちず 宮知 和代∥作　絵 PHP研究所

おなじそらのしたで ブリッタ　テッケントラップ∥作　絵 ひさかたチャイルド

じてんしゃのれるかな 平田 利之∥作 あかね書房

スプーンちゃん 小西 英子∥さく 福音館書店

せつぶんのおに 常光 徹∥文 童心社

せかいいちまじめなレストラン たしろ ちさと∥作 ほるぷ出版

だるまちゃんとはやたちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店

だるまちゃんとかまどんちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店

大造じいさんとがん 椋 鳩十∥作 理論社

ともだちのやくそく 中川 ひろたか∥さく アリス館

動物たちは、冒険家! キム　トマス∥文 河出書房新社

はりねずみのルーチカ りんごとれるかな? 北見 葉胡∥作　絵 講談社

ブルドッグたんていときえたほし 谷口 智則∥作　絵 文溪堂

ママが10にん!? 天野 慶∥文 ほるぷ出版

もふもふあかちゃんパンダ 神戸 万知∥写真　文 講談社


