
書　　　　　　名 著者名 出版社 備考

アジアで花咲け！なでしこたち（2） たかぎ　なおこ 日本放送協会 コミック

狭小邸宅 新庄　耕 集英社 小説

昨夜のカレー、明日のパン 木皿　泉 河出書房新社 小説

ようこそ、わが家へ 池井戸　潤 小学館文庫 小説

野口健が見た世界　ＩＮＴＯ　ｔｈｅ　ＷＯＲＬＤ 野口　健 集英社インターナショナル 写真集

北の街物語 内田　康夫 中央公論新社 小説

ファミレス 重松　清 日本経済新聞出版社 小説

名探偵コナンＶｏｌ.80 青山　剛昌 小学館 コミック

かいけつゾロリ なぞのスパイと100本のバラ 原　ゆたか ポプラ社 児童書

人間にとって成熟とはなにか 　曽野　綾子 幻冬舎 雑書

日本人の知らない日本語4 海外編 蛇蔵・海野凪子 メディアファクトリー 雑書

八重の桜３ 山本　むつみ ＮＨＫ出版 小説

爪と目 藤野　可織 新潮社 小説

だいすき！（あかちゃん　かどまるえほん） さこ　ももみ 岩崎書店 絵本

セミくんいよいよこんやです 工藤　ノリコ 教育画劇 絵本

おかめ列車 嫁にいく いぬんこ 長崎出版 絵本

ウリオ 長谷川義史　室井滋 世界文化社 児童書

syunkonのカフェごはん3 山本　ゆり 宝島社 料理本

たちねぶたくん 中川　ひろたか ＫＡＤＯＫＡＷＡ 絵本

だってちゃん 中川　ひろたか ＫＡＤＯＫＡＷＡ 絵本

ちいさなあなたへ アリスン・マギー 主婦の友社 絵本

カマキリの生きかた 筒井　  学 小学館 児童書

螺鈿迷宮 海堂    尊 角川書店 小説

新 着 図 書　　　川 辺 公 民 館



書　　　　　　名 著者名 出版社 備考

新 着 図 書　　　川 辺 公 民 館

いぶりがっこちゃん 中川　ひろたか ＫＡＤＯＫＡＷＡ 絵本

きつねとぶどう 坪田　譲治 金の星社 絵本

ちがうねん ジョン・クラッセン クレヨンハウス 絵本

円卓 西　加奈子 文藝春秋 小説

教場 長岡　弘樹 小学館 小説

増山超能力師事務所 誉田　哲也 文藝春秋 小説

食べるならどっち!? 渡辺雄二 サンクチュアリ出版 雑書

死神の浮力 伊坂　幸太郎 文藝春秋 小説

撲撲少年 仁木　英之 角川書店 小説

ここはボツコニアン３ 宮部　みゆき 集英社 小説

グラウンドの空 あさの　あつこ 角川書店 小説

凍土の密約 今野    　敏 文藝春秋 小説

千両かんばん 山本　一力 新潮社 小説

四季折々（上）アタシと志木の物語 中川　秀樹 竹書房 小説

四季折々（下）アタシと志木の物語 中川　秀樹 竹書房 小説

王になろうとした男 伊東　潤 文藝春秋 小説

大地のゲーム 綿矢　りさ 新潮社 小説

ライオンの棲む街 ~平塚おんな探偵の事件簿1 東川   篤哉 祥伝社 小説

うちの3姉妹3 松本ぷりっつ 主婦の友社 コミック

朝ジュースダイエット　酵素の力でやせる 藤井　香江 講談社 ダイエット本

曙光の街 今野   　敏 文藝春秋 小説

最終退行 池井戸　潤 小学館文庫 小説

アクティブメジャーズ 今野　敏 文藝春秋 小説



書　　　　　　名 著者名 出版社 備考

新 着 図 書　　　川 辺 公 民 館

総理の夫 原田　マハ 実業之日本社 小説

無垢の領域 桜木　紫乃 新潮社 小説

こうして作れば医者はいらない若杉ばあちゃんの台所 若杉　友子 祥伝社 雑書

たぶんねこ 畠中　  恵 新潮社 小説

白夜街道 今野　敏 文藝春秋 小説

おさんぽさんぽ すまいるママ フレーベル館 絵本

しーっ たしろちさと フレーベル館 絵本

でちゃったときは 織田道代 フレーベル館 絵本

ここにいるよ　ざしきわらし 荻原　浩/いぬんこ 朝日新聞出版 絵本

かくれんぼしましょ 吉田　朋子 フレーベル館 絵本

おまつりおばけ くろだかおる フレーベル館 絵本

花や咲く咲く あさの　あつこ 実業之日本社 小説

グラウンドの詩 あさの　あつこ 角川書店 小説

政と源 三浦　しをん 集英社 小説

りぼんにお願い 川上　未映子 マガジンハウス エッセイ

金融探偵 池井戸　潤 徳間文庫 小説

娘の結婚 小路　幸也 祥伝社 小説

「思い込み」という毒が出る本 不安や怒りが消える処方箋　 蓮村　　誠 さくら舎 雑書

月神 葉室　　麟 角川春樹事務所 小説

永遠の０　① 百田　尚樹 双葉社 コミック

永遠の０　② 百田　尚樹 双葉社 コミック

永遠の０　③ 百田　尚樹 双葉社 コミック

永遠の０　④ 百田　尚樹 双葉社 コミック



書　　　　　　名 著者名 出版社 備考

新 着 図 書　　　川 辺 公 民 館

永遠の０　⑤ 百田　尚樹 双葉社 コミック

毎日かあさん８　いがいが反抗期 西原　理恵子 毎日新聞社 コミック

祈りの幕が降りる時 東野　圭吾 講談社 小説

まっちんのおやつ　みんなが好きになったにっぽんの甘味 町野　仁英 ＷＡＶＥ出版 料理本

焼き菓子レシピ 下永　恵美 河出書房新社 料理本

全国鉄道ものしり地図帳(きらり！好奇心) 学研 図鑑


