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南紀新宮・徐福伝説の殺人 西村 京太郎 新潮社

上昇思考幸せを感じるために大切なこと [単行本] 長友 佑都 角川書店

国を蹴った男 [単行本] 伊東潤 講談社

一路　上 浅田　次郎 中央公論社

一路　下 浅田　次郎 中央公論社

快楽上等！ 3.11以降を生きる 上野　千鶴子 幻冬舎

月とにほんご 中国嫁日本語学校日記 井上 純一
アスキー

メディアワークス

手から、手へ 池井　昌樹 集英社

まほうのコップ 長谷川摂子 福音館書店

宇宙の迷路 [単行本] 香川 元太郎 PHP研究所

物語の迷路 アンデルセンから宮沢賢治の世界まで[単行本] 香川 元太郎 PHP研究所

続・時の迷路 [単行本] 香川 元太郎 PHP研究所

無地のネクタイ 丸谷　才一 岩波書店

夢を売る男 [単行本] 百田 尚樹 太田出版

ディズニー そうじの神様が教えてくれたこと [単行本] 鎌田 洋
ソフトバンク

クリエイティブ

ディズニー サービスの神様が教えてくれたこと [単行本] 鎌田 洋
ソフトバンク

クリエイティブ

油を使わずヘルシー調理！ポリ袋レシピ 川平　秀一 泰文堂

NHKためしてガッテン ダイエット・暮らしの新常識事典 [単行本]
「NHKためしてガッテン」編集

班
主婦と生活社

医者に殺されないための47の心得 近藤　誠 アスコム

うちの犬、知りませんか？ たかぎ　なおこ 文藝春秋

若返る力―ポジティブ心理学による『究極のアンチ・エイジング』 千田 要一 栄光出版社

ぞうきん 河野　進 幻冬舎

新　着　図　書　　　川　辺　公　民　館
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民王 池井戸　潤 ポプラ社

桜ほうさら [単行本（ソフトカバー）] 宮部 みゆき PHP研究所

蘭陵王の恋 新・御宿かわせみ [単行本] 平岩 弓枝 文藝春秋

輝天炎上 海堂 尊 角川書店

安いお肉をもっとおいしく NHK出版 NHK出版

ならべてくらべる動物進化図鑑 川崎悟司 ブックマン社

おちばきょうそう (たっくんとたぬき) [大型本] 白土 あつこ
ひさかた

チャイルド

だめだめすいか [大型本] 白土 あつこ
ひさかた

チャイルド

はるじゃのばけつ [大型本] 白土 あつこ
ひさかた

チャイルド

はがぬけたらどうするの?―せかいのこどもたちのはなし [大型本] セルビー・ビーラー フレーベル館

かあさんになったあーちゃん [大型本] ねじめ 正一 偕成社

びっくり トリックアート (しかけえほん) [大型本] カールトン・ブックス 大日本絵画

どうぶつえほんのおふろやさん とよたかずひこ
ひさかた
チィルド

のりたいな！新幹線ーすべての新幹線大集合！ 柏原　治 成美堂出版

教室はまちがうところだ [大型本] 蒔田 晋治 子どもの未来社

春風伝 葉室　麟 新潮社

ローカル線で行こう! [単行本（ソフトカバー）] 真保 裕一  講談社

いきのびる魔法　いじめられている君へ 西原　理恵子 小学館

手の女 Ｍパターン研究所 ＭＰＬ

毎日作りたくなる スゴイダイズのやさしいごはん [単行本] とまこ 双葉社

ちょうつがい きいきい (怪談えほん5) [大型本] 加門 七海 岩崎書店

ゆうれいのまち (怪談えほん4) [大型本] 恒川 光太郎 岩崎書店

なずな 堀江敏幸 集英社
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別冊 図書館戦争〈1〉 [単行本] 有川 浩 メディアワーク

別冊 図書館戦争〈2〉 [単行本] 有川 浩 メディアワーク

名探偵コナン 28 青山 剛昌 小学館

鉄の骨 池井戸　潤 講談社

噂の女 奥田　英郎 新潮社

上野千鶴子が聞く小笠原先生、ひとりで家で死ねますか？
上野 千鶴子
小笠原 文雄

 朝日新聞出版

正義のセ [単行本] 阿川　佐和子 角川書店

アジアで花咲けなでしこたち たかぎ　なおこ
メディア

ファクトリー

ドルチェ [単行本] 誉田 哲也 新潮社

名探偵コナン推理ファイル　農業と漁業 青山 剛昌 小学館

ガソリン生活 伊坂　幸太郎 朝日新聞出版

すれ違う背中を [単行本] 乃南アサ  新潮社

まわりの人と「うまく付き合えない」と感じたら読む本 心屋 仁之助  大和書房

ドンナ ビアンカ [単行本] 誉田 哲也 新潮社

この君なくば [単行本] 葉室 麟 朝日新聞出版

パン屋を襲う 村上　春樹 新潮社

ボクの妻と結婚してください。 [単行本（ソフトカバー）] 樋口 卓治 講談社

エンジェルフライト 国際霊柩送還士 [単行本] 佐々 涼子 集英社

トリックアートおばけやしき (トリックアートアドベンチャー) [大型本] 北岡 明佳 あかね書房

十津川警部 出雲 殺意の一畑電車 (双葉文庫) [文庫] 西村 京太郎 双葉社

おもかげ橋 [単行本] 葉室 麟 幻冬舎

図書館危機 [単行本] 有川 浩 メディアワーク

さらさらさん 大野更紗 ポプラ社
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八重の桜 二 [単行本（ソフトカバー）] 山本 むつみ  NHK出版

男鹿半・角館殺しのスパン 西村　京太郎 文春文庫


