
≪文学・小説≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

おちゃめに100歳!寂聴さん 瀬尾 まなほ∥著 光文社

居酒屋ぼったくり 10 秋川 滝美∥[著] アルファポリス

天子蒙塵　第4巻 浅田 次郎∥著 講談社

オホーツク流氷殺人事件 葵 瞬一郎∥著 講談社

グリーン・グリーン　〔２〕 あさの あつこ∥著 徳間書店

ことことこーこ 阿川 佐和子∥著 KADOKAWA

下町ロケット　〔４〕 池井戸 潤∥著 小学館

七つの試練 石田 衣良∥著 文藝春秋

死神刑事(デカ) 大倉 崇裕∥著 幻冬舎

ドアを開けたら 大崎 梢∥著 祥伝社

はしからはしまで 梶 よう子∥著 新潮社

思い出が消えないうちに 川口 俊和∥著 サンマーク出版

銀河食堂の夜 さだ まさし∥著 幻冬舎

人さらい 翔田 寛∥著 小学館

宴の前 堂場 瞬一∥著 集英社

その先の道に消える 中村 文則∥著 朝日新聞出版

掟上今日子の乗車券 西尾 維新∥著 講談社

影ぞ恋しき 葉室 麟∥著 文藝春秋

ゴンちゃん、またね。 ビートたけし∥作　画 文藝春秋

愛なき世界 三浦 しをん∥著 中央公論新社

想い人 諸田 玲子∥著 文藝春秋

バロルの晩餐会 夢枕 獏∥作 KADOKAWA

どぜう屋助七 河治 和香∥著 実業之日本社

花だより 高田 郁∥著 角川春樹事務所

長流の畔(ほとり) 宮本 輝∥著 新潮社

オレって老人? 南 伸坊∥著 筑摩書房



≪その他≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

絵本は心のへその緒 松居 直∥著 ブックスタート

本屋の新井 新井 見枝香∥著 講談社

よくわかる手相 仙乙 恵美花∥監修 西東社

倒れない計画術 メンタリストDaiGo∥著 河出書房新社

アイヌ人物誌 松浦 武四郎∥著 青土社

「官僚とマスコミ」は噓ばかり 高橋 洋一∥著 PHP研究所

日本のカッコいい公務員図鑑 秋山 謙一郎∥監修 主婦の友社

憲法についていま私が考えること 日本ペンクラブ∥編 KADOKAWA

今度こそ実践できる!最強のPDCA 川原 慎也∥著 ナツメ社

要点をギュッ!はじめての簿記図鑑 葛西 安寿∥著 池田書店

子連れ離婚を考えたときに読む本 新川 てるえ∥著 日本実業出版社

万引き依存症 斉藤 章佳∥著 イースト・プレス

「生活保護法」から「生活保障法」へ 生活保護問題対策全国会議∥編 明石書店

障害のある子の「親なきあと」 渡部 伸∥著 主婦の友社

漂流児童 石井 光太∥著 潮出版社

『賢い子』は図鑑で育てる 瀧 靖之∥著 講談社

老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 榎本 睦郎∥著 永岡書店

不整脈・心房細動がわかる本 山根 禎一∥監修 講談社

適応障害のことがよくわかる本 貝谷 久宣∥監修 講談社

よくわかるパニック症・広場恐怖症・PTSD 貝谷 久宣∥監修 主婦の友社

救急救命士になるには 益田 美樹∥著 ぺりかん社

「腹ペタ」スープダイエット 藤井 香江∥著 講談社

宇宙・天文で働く 本田 隆行∥著 ぺりかん社

電波の疑問50 早川 正士∥著 成山堂書店

ワイヤークラフトでつくる大人かわいいインテリア雑貨 栗原 身和子∥著 誠文堂新光社

DOLL'S CLOSET～ROMANTIC～ A‐F∥著 ナツメ社

志麻さんの自宅レシピ タサン志麻∥著 講談社



魚屋三代目のうまい!魚定番レシピ 魚屋三代目∥[著] 枻出版社

10分で作れる!作りおき弁当おかずBEST200 枻出版社

だいじょうぶだよ、モリス カール=ヨハン　エリーン∥著 飛鳥新社

農業崩壊 吉田 忠則∥著 日経BP社

馬を巡る旅 小檜山 悟∥著 三才ブックス

いまさら聞けないマーケティングの基本のはなし 松井 剛∥著 河出書房新社

中学生・高校生のための吹奏楽楽典・音楽理論 侘美 秀俊∥著 シンコーミュージック・エンタテイメント

全身全霊 日馬富士 公平∥著 ベースボール・マガジン社

井山裕太の碁 強くなる考え方 内藤 由起子∥著 池田書店

年齢に負けない「動ける体」のつくり方 SAM∥[著] クロスメディア・パブリッシング

日本語の作法 中村 明∥著 青土社

ベトナム語 JTBパブリッシング



≪児童書≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

まんが都道府県大事典 木村 真冬∥監修 西東社

東大教授がおしえるやばい日本史 本郷 和人∥監修 ダイヤモンド社

ふしぎな北極のせかい 山崎 哲秀∥著 repicbook

ギヴ・ミー・ア・チャンス 大塚 敦子∥著 講談社

知っていますか?SDGs 日本ユニセフ協会∥制作協力 さ・え・ら書房

ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー　マーシャル∥著 WAVE出版

石はなにからできている? 西村 寿雄∥文 岩崎書店

ゼロ・エネルギー住宅のひみつ 大岩 ピュン∥まんが 学研プラス

キッチンのひみつ 宮原 美香∥まんが 学研プラス

エクステリアのひみつ たまだ  まさお∥漫画 学研プラス

フラッシュメモリのひみつ とだ  勝之∥漫画 学研プラス

工具のひみつ 水木  繁∥漫画 学研プラス

あまさけのひみつ おだぎ みを∥まんが 学研プラス

科学がひらくスマート農業・漁業　1 小泉 光久∥著 大月書店

しずくちゃん　31 ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店

まなぶ 長倉 洋海∥著 アリス館

ディズニーサブキャラクター500大事典 講談社∥編集 講談社

ぼくらの一歩 いとう みく∥作 アリス館

きっちり・しとーるさん おの りえん∥作　絵 こぐま社

お江戸怪談時間旅行 楠木 誠一郎∥作 静山社

森のとしょかんのひみつ 小手鞠 るい∥作 金の星社

ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋 源一郎∥著 朝日新聞出版

ぼくのジユウな字 春間 美幸∥作 講談社

ボクにできること めすこのしっぽ∥文 文芸社

リジーの結婚 ジェイン　オースティン∥作 KADOKAWA

ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　1 クリス　コルファー∥著 平凡社

カテリネッラとおにのフライパン 剣持 弘子∥訳　再話 こぐま社



≪絵本・紙芝居≫

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　者

あいうえおりょうりめしあがれ accototo∥著 イースト・プレス

いもむしパン つぼい じゅり∥さく　え PHP研究所

うさぎたちとふしぎなこうじょう アダム　グリーン∥さく 好学社

オーケストラ クロエ　プラルノ∥さく　え KTC中央出版

おたんじょうびの2つのたまご ジェニファー　K.マン∥作 光村教育図書

かぜのひ サム　アッシャー∥作　絵 徳間書店

きょうふのおばけパンツ アーロン　レイノルズ∥作 学研プラス

くだものぱくっ 彦坂 有紀∥作 講談社

ことばずかんだ わん! ドロテ　ド　モンフレッド∥作 偕成社

さとうくんとすずきくん エヌケイ∥さく 文芸社

ノラネコぐんだん おばけのやま 工藤 ノリコ∥著 白泉社

パフェをつくろう! 新井 洋行∥作 ほるぷ出版

101ぴきのダルメシアン ドディ　スミス∥原作 光村教育図書

ふうせんゆらゆら とよた かずひこ∥著 アリス館

まいにちがプレゼント いもと ようこ∥作絵 金の星社


