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さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高　順也 ビリケン出版 絵本

お月さまってどんなあじ マイケル・グレイニエツ セーラー出版 絵本

もこもこもこ 谷川　俊太郎 文研出版 絵本

かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 絵本

和+インテリアのヒント126
和をプラスして暮らしをセンスアップするヒント集

トーソー インテリア

しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー セーラー出版 絵本

くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ ペンギン社 絵本

ぼくびょうきじゃないよ 角野　栄子 福音館書店 絵本

チャレンジミッケ! 5 むかしむかし ウォルター・ウィック 小学館 絵本

チャレンジミッケ!6 こわーいよる ウォルター・ウィック 小学館 絵本

ごろはちだいみょうじん 中川　正文 福音館書店 絵本

新 着 情 報　　　川 辺 公 民 館  

どんぐりむらのおまわりさん なかやみわ 学研教育出版 絵本

きょうはなんのひ？ 瀬田 貞二 福音館書店 絵本

おとうさんは同級生 澤本　嘉光 幻冬舎 小説

14歳の君へ 池田　晶子 毎日新聞社 児童書

虚像の道化師　ガリレオ7 東野　圭吾 文芸春秋 小説

猫なんかよんでもこない。 杉作 実業之日本社 漫画

妖精のぼうし、おゆずりします。 あんびるやすこ PHP研究所 児童書

妖精の家具、おつくりします。 あんびるやすこ PHP研究所 児童書

とりかえっこ さとう わきこ ポプラ社 絵本

ぶたさんちのおつきみ 板橋　敦子 ひさかたチャイルド 絵本

ぶたさんちのゆきのひ 板橋　敦子 ひさかたチャイルド 絵本

ピンチを「味方にする」スイッチ 尾木　直樹 主婦と生活社 人生訓

赤猫異聞 浅田　次郎 新潮社 小説

読めば読むほどフサフサになる　育毛セラピ―
鈴木　拓也 経済界 外科学

読めば読むほどフサフサになる　育毛セラピ―
いつまでもハゲと思うなよ

鈴木　拓也 経済界 外科学



ごちゃまぜカメレオン エリック・カール 偕成社 絵本

詩のこころを読む 茨木　のり子 岩波ジュニア新書 児童書

ラース 福島からきた犬 ブラザートム SDP 絵本

考える力を育てるお話366名作・
伝記から自然の不思議まで

PHP研究所 PHP研究所 絵本

コッケモーモー！ ジュリエット・ダラス=コンテ 徳間書店 絵本

そんなことって、ある？ 奥田　継夫 サンリード 絵本

今日からはじめる！
ローフードスムージー

中村　裕恵 河出書房新社 健康食

うの樫木やせ 神田うの 小学館 美容

ナットウーマン。 園山真希絵 光文社 料理

おもかげ復元師の震災絵日記 笹原留以子 ポプラ社 震災

ぱんだ　上野のぱんだ
和歌山のぱんだ　中国のぱんだ

岩合　光昭 クレヴィス 動物

あたし、ピーカンちゃん 大森　裕子 教育画劇 絵本

ミミズのふしぎ 皆越　ようせい ポプラ社 動物

きみはいい子 中脇　初枝 ポプラ社 小説きみはいい子 中脇　初枝 ポプラ社 小説

ソロモンの偽証　第１部 宮部みゆき 新潮社 小説

夜の小学校で 岡田淳 偕成社 児童書

ひみつのやくそく 古田　足日 ポプラ社 絵本

Another 綾辻 行人 角川書店 小説

最果てアーケード 小川 洋子 講談社 小説

探偵法間ごますり事件簿 東　直己 光文社 小説

毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記 北原　みのり 朝日新聞出版 記録

てふてふ荘へようこそ 乾　ルカ 角川書店 小説

はかぼんさん　空蝉風土記 さだまさし 新潮社 小説

千鳥舞う 葉室　麟 徳間書店 小説

くるねこ10 くるねこ大和 エンターブレイン 漫画

心のおくりびと　東日本大震災復元納棺師
思い出が動きだす日

今西　乃子 金の星社 冠婚葬祭

ゆうれい回転ずし　本日オープン! 佐川芳枝/やぎたみこ 講談社 絵本

ブルーロータス
みんなの新ストレッチ 山坂元一

ブルーロータス
パブリッシング
(インプレス)

体操

Q&Aこころの子育て
誕生から思春期までの48章

河合隼雄 朝日文庫 家庭教育

生きるとは、自分の物語をつくること 小川洋子・河合隼雄 新潮文庫 評論



歴史再検証 日韓併合―
韓民族を救った「日帝36年」の真実

崔 基鎬 祥伝社 歴史

水のかたち（上） 小説

水のかたち（下） 小説

ソース マヒル スターツ出版 小説

NHK連続テレビ小説 梅ちゃん先生 下 尾崎　将也 NHK出版 小説

ソロモンの偽証　第二部 宮部　みゆき 新潮社 小説

人生がときめく片づけの魔法2 近藤麻理恵 サンマーク出版 リクエスト

空飛ぶ広報室 有川　浩 幻冬舎 小説

汚れちまった道 内田　康夫 祥伝社 浅見光彦

禁断の魔術　ガリレオ8 東野　圭吾 文芸春秋 小説

三国志　第１１巻 [単行本] 宮城谷  昌光 文藝春秋 小説

春霞ノ乱-居眠り磐音江戸双紙(40) 佐伯  泰英 双葉社 小説

光圀伝 冲方　丁 角川書店 小説

宮本輝 集英社


