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ロスジェネの逆襲 池井戸　潤 ダイヤモンド社 小説

チャレンジミッケ!7 パイレーツ ウォルター・ウィック 小学館 絵本

チャレンジミッケ! 8 おもちゃ とっきゅう ウォルター・ウィック 小学館 絵本

越智千恵子のパンケーキカフェ88　ｈｕｉｔ　ｈｕｉｔ
女の子が大好きな甘いパンケーキと家族も

よろこぶお食事パンケーキのレシピ
越智千恵子 主婦と生活社 料理

きんぎょが にげた  五味 太郎 福音館書店 絵本

戦後史の正体 孫崎　亨 創元社 外交・国際問題

日本で一番大切にしたい会社 坂本光司 あさ出版 経営学

宇宙飛行士になる勉強法 山崎直子 中央公論新社 宇宙工学

ナリワイをつくる:人生を盗まれない働き方 伊藤　洋志 東京書籍 社会学

かくれんぼどっち?
(どっちどっちアンパンマン)

やなせ　たかし フレーベル館 絵本

空より高く 重松　清 中央公論新社 小説

新 着 情 報　　　川 辺 公 民 館  

 桜大の不思議の森 香月　日輪 徳間文庫 小説

自分をえらんでうまれてきたよ いんやくりお サンマーク出版 近代評論

専業女子 ゴマブッ子
ヴィレッジ
ブックス

人生訓

見てすぐできる！「たたみ方・折り方」
の早引き便利帳

ホームライフ取材班 青春出版社 家政学

魔法使いは完全犯罪の夢を見るか? 東川　篤哉 文藝春秋 小説

だれもが幸せになるハワイの言葉
「ホ・オポノポノ」

イハレアカラ・
ヒューレン

マキノ出版 心理学

9回で絶対やせる!猫のびストレッチ 丁　治紅 マキノ出版 ダイエット

終電ごはん 梅津有希子 幻冬社 料理本

「大発見」の思考法　iPs細胞vs素粒子
山中　伸弥
益川　敏英

文藝春秋 論文

脳には妙なクセがある 池谷　裕二 扶桑社 医学

傷だらけの果実 新堂　冬樹 河出書房新社 小説

オレたち花のバブル組 池井戸　潤 文藝春秋 小説

あっちの豚　こっちの豚 佐野　洋子 小学館 児童書

武士道　エイティーン 誉田　哲也 文藝春秋 小説武士道　エイティーン 誉田　哲也 文藝春秋 小説
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夫は犬だと思えばいい。 高濱　正伸 集英社 家庭教育

少女は卒業しない 朝井　リョウ 集英社 小説

桐島、部活やめるってよ 朝井　リョウ 集英社 小説

あと少し、もう少し 瀬尾　まいこ 新潮社 駅伝

武士道　シックスティーン 誉田　哲也 文藝春秋 小説

拉致と決断 蓮池　薫 新潮社 ルポタージュ

くまモンのあしあと 宝島社 広告・宣伝

ちいさいロッタちゃん リンドグレーン 偕成社 絵本

ロッタちゃんとじてんしゃ リンドグレーン 偕成社 絵本

ハリセンボンがふくらんだ 鈴木克己 あかね書房 絵本

ロッタちゃんとクリスマスツリー リンドグレーン 偕成社 絵本

新 着 情 報　　　川 辺 公 民 館  

137億年の物語 クリストファー・ロイド 文藝春秋 世界史

わくわく数の世界の大冒険 桜井進
日本図書
センタ－

数論

どっちがへん？スペシャル いわいとしお 紀伊國屋書店 絵本

あくたれラルフ ジャックガントス 童話館 絵本

ちびゴリラのちびちび
ルース・

ボーンスタイン
ほるぷ 絵本

おちゃのじかんにきたとら ジュディスカー 童話館 絵本

月の満ちかけ絵本 大枝史朗 あすなろ書房 絵本

奇跡のハイヒール・ウォーキング 清水　春名 世界文化社 健康

早稲田大学競走部のおいしい寮めし 福本　健一 主婦の友社 料理

和イタリアンのレシピノート 貝谷　郁子 主婦の友社 料理

どうぶつえんガイド あべ弘士 福音館 絵本

まゆとりゅう ふるやなな 福音館 絵本

糖質オフで血糖値を下げるやせるお菓子
砂糖なし、小麦粉なしでも大満足

牧田善二監修 主婦の友インフォス情報社 ダイエット

コバンザメのぼうけん 灰谷健次郎 童新社 絵本コバンザメのぼうけん 灰谷健次郎 童新社 絵本
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一生に一度は行きたい世界遺産150 別冊宝島編集部 宝島社 文化財

手で遊ぶおもしろ影絵ブック 後藤  圭 PHP研究所 娯楽

大統領の秘密（マジックツリーハウス）
メアリー・ポープ・

オズボーン
メディアファクトリー 児童書

魔法の泉への道 リンダ・スー・パーク あすなろ書房 児童書

七つの会議 池井戸　潤
日本経済新聞

出版社
小説

日本人はなぜ中国人、
韓国人とこれほどまで違うのか

黄　文雄 徳間書店 論文

間抜けの構造 ビートたけし 新潮社 近代評論

手紙 東野　圭吾 文藝春秋 小説

まほろ駅前番外地 三浦　しをん 文藝春秋 小説

ソロモンの偽証 第III部 法廷 宮部　みゆき 新潮社 小説

東京プリズン 赤坂　真理 河出書房新社 小説

新 着 情 報　　　川 辺 公 民 館  

オレたちバブル入行組 池井戸　潤 文藝春秋 小説

萩殺人事件 内田　康夫 光文社 小説


