
書　　　　　　名 著者名 出版社 備考

元素図鑑　宇宙は92この元素でできている
エイドリアン・
ディングル

主婦の友社 化学

世界史図鑑 みんなが知らない歴史の秘密 ティム・クーク 主婦の友社 世界史

みんなのこびと なばた としたか 長崎出版 絵本

金岡新聞 金岡　陸 飛鳥新社 ジャーナリズム

ペコロスの母に会いに行く [単行本] 岡野 雄一 西日本新聞社 漫画

カメラ教室 子どもとの暮らし、撮ろう 繁延　あずさ 翔泳社 写真

周期表　ゆかいな元素たち！
（科学キャラクタ-図鑑）

サイモン・バシャー 玉川大学出版部 化学

うどんのうーやん [単行本] 岡田 よしたか ブロンズ新社 絵本

ちくわのわーさん [ハードカバー] 岡田 よしたか ブロンズ新社 絵本

ニンプ道 たかはし　みき 主婦の友社 家政学

被災ママ812人が作った子連れ防災手帖 つながる．com メディアファクトリー 社会福祉

できるかなゴーゴー! (SPA COMICS) 西原　理恵子 扶桑社 漫画

ちくま小説入門 高校生のための
近現代文学ベーシック

紅野　謙介 筑摩書房 文学史

 日本人がつい間違えるＮＧカタカナ英語 デイビッド・セイン 主婦の友社 英語

なんでも魔女商会19
夜空のダイヤモンド

あんびる　やすこ 岩崎書店 児童書

クローバー・レイン 大崎 梢 ポプラ社 小説

ここはボツコニアン 2

魔王がいた街
宮部　みゆき 集英社 小説

インビジブルレイン[単行本] 誉田 哲也 光文社 小説

感染遊戯 [単行本] 誉田 哲也 光文社 小説

謎解きはディナーのあとで 3 [単行本] 東川　篤哉 小学館 小説

新　着　図　書　　川　辺　公　民　館



書　　　　　　名 著者名 出版社 備考

なでし子物語 (一般書) [単行本] 伊吹 有喜 ポプラ社 小説

螢草 [単行本] 葉室 麟 双葉社 小説

霖雨 [単行本] 葉室 麟 PHP研究所 小説

路(ルウ) [単行本] 吉田 修一 文藝春秋 小説

三匹のおっさん ふたたび [単行本] 有川 浩 文藝春秋 小説

ソウルケイジ [単行本] 誉田 哲也 光文社 小説

本屋さんで待ち合わせ 三浦　しをん 大和書房 読書法

お友達からお願いします 三浦　しをん 大和書房 評論

55歳からのハローライフ 村上　龍 幻冬舎 小説

この社会で戦う君に「知の世界地図」をあげよう
池上彰教授の東工大講義 [単行本]

池上　彰 文藝春秋 社会科学

屍者の帝国 [単行本] 伊藤 計劃 河出書房新社 小説

晴天の迷いクジラ [単行本] 窪 美澄 新潮社 小説

選ぶ力 (文春新書 886) [単行本] 五木 寛之 文藝春秋 評論

100歳までボケない101の方法
脳とこころのアンチエイジング（文春新書）

白澤　卓二 文芸春秋 予防医学

三毛猫ホームズの夢紀行
 (カッパ・ノベルス) [ペーパーバック]

赤川 次郎 光文社 小説

真夜中のパン屋さん
午前１時の恋泥棒 (ポプラ文庫)

大沼紀子 ポプラ社 小説

カラーひよことコーヒー豆 小川　洋子 小学館文庫 評論

散華ノ刻(仮)-居眠り磐音江戸双紙(41) (双葉文庫) 佐伯 泰英 双葉社 小説

みんなの図書室 小川　洋子 PHP研究所 書誌

みんなの図書室（2） 小川　洋子 PHP研究所 書誌



書　　　　　　名 著者名 出版社 備考

あぽやん (文春文庫) [文庫] 新野 剛志 文藝春秋 小説

恋する空港 あぽやん2 (文春文庫) [文庫] 新野 剛志 文藝春秋 小説

エストニア紀行
森の苔・庭の木漏れ日・海の葦

梨木　香歩 新潮社 紀行

鬼談百景 (幽BOOKS) [単行本] 小野 不由美
メディア

ファクトリー
小説

残穢 [単行本] 小野 不由美 新潮社 小説

シンメトリー [単行本] 誉田 哲也 光文社 小説

自殺の国 柳　美里 河出書房新社 小説

僕の死に方 エンディングダイアリー500日 金子　哲雄 小学館 ルポタージュ

百年法 上 [単行本] 山田 宗樹 角川書店 小説

百年法 下 [単行本] 山田 宗樹 角川書店 小説

ひらいて [単行本] 綿矢 りさ 新潮社 小説

ジョーカー・ゲーム [単行本] 柳 広司
角川グループ
パブリッシング

小説

ダブル・ジョーカー [単行本] 柳 広司
角川グループ
パブリッシング

小説

パラダイス・ロスト [単行本] 柳 広司
角川グループ
パブリッシング

小説

雪と珊瑚と 梨木　香歩 角川書店 小説

オニじゃないよ おにぎりだよ シゲタ サヤカ えほんの杜 絵本

空飛ぶタイヤ (上) [文庫本] 池井戸 潤 講談社文庫 小説

空飛ぶタイヤ (下) [文庫本] 池井戸 潤 講談社文庫 小説

インタビュー・イン・セル
殺人鬼フジコの真実 (徳間文庫)

真梨 幸子 徳間書店 小説


