
書　　　　　　名 著者名 出版社 備考

1 都会のトム＆ソーヤ（１１）上 はやみね　かおる 講談社 児童書

2 都会のトム＆ソーヤ（１１）下 はやみね　かおる 講談社 児童書

3 旅者の歌　始まりの地 小路　幸也 幻冬舎 小説

4 昭和の犬 姫野　カオルコ 幻冬舎 小説

5 逃亡者 新堂　冬樹 角川春樹事務所 小説

6 ヒーローインタビュー 坂井　希久子 角川春樹事務所 小説

7 晩夏光 池田　久輝 角川春樹事務所 小説

8 君のいた日々 藤野　千夜 角川春樹事務所 小説

9 ひこばえに咲く 玉岡　かほる ＰＨＰ研究所 小説

10 おほしさま たちもと　みさこ 教育画劇 絵本

11 あいうえおんせん 林　木林 くもん出版 絵本

12 カエルのおでかけ 高畠　那生 フレーベル館 絵本

13 きょうのごはん 加藤　休ミ 偕成社 絵本

14 坂本廣子のつくろう!食べよう!行事食１ 坂本　廣子 少年写真新聞社 料理

15 坂本廣子のつくろう!食べよう!行事食２ 坂本　廣子 少年写真新聞社 料理

16 坂本廣子のつくろう!食べよう!行事食３ 坂本　廣子 少年写真新聞社 料理

17 やさいさん tupera tupera 学習研究社 絵本

18 くだものやさん tupera tupera 学習研究社 絵本

19 スーパーワイドブック新幹線特急 松尾　定行 学習研究社 図鑑

20 おうちでんしゃはっしゃしまーす 間瀬　なおかた チャイルド本社 絵本

21 はなちゃんのわらいのたね akko【文】荒井良二【絵】 幻冬舎 絵本

22 県民性丸わかり！ご当地あるあるワイドＳＨＯＷ もぐら 竹書房 コミック

23 羊くんと踊れば 坂井　希久子 文藝春秋 小説

24 存在しない小説 いとう　せいこう 講談社 小説

25 追憶の夜想曲（ノクターン） 中山　七里 講談社 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

26 誰のために愛するか 曽野　綾子 ワック エッセイ

27 四十九日のレシピ 伊吹　有喜 ポプラ社 小説

28 男のおばあさん 永　六輔 大和書房 エッセイ

29 雪月花黙示録 恩田　　陸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 小説

30 がんばれ！ルルロロあわあわおばけ あいはら　ひろゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 絵本

31 がんばれ！ルルロロママがおねつ あいはら　ひろゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 絵本

32 ノボさん　小説正岡子規と夏目漱石 伊集院　静 講談社 小説

33 向かい風で飛べ！ 乾　ルカ 中央公論新社 小説

34 人生はいつだって今が最高！ 宇野　千代 海竜社 エッセイ

35 空蝉の花　居眠り磐音江戸双紙（45） 佐伯　泰英 双葉文庫 小説

36 十津川警部日本縦断長篇ベスト選集31〈長崎〉 西村　京太郎 徳間書店 小説

37 十津川警部日本縦断長篇ベスト選集29〈群馬〉 西村　京太郎 徳間書店 小説

38 十津川警部日本縦断長篇ベスト選集30〈兵庫〉 西村　京太郎 徳間書店 小説

39 舞台　 西　　加奈子 講談社 小説

40 あとかた 千早　　茜 新潮社 小説

41 クロノス　天命探偵Ｎｅｘｔ　Ｇｅａｒ 神永　学 新潮社 小説

42 デビクロくんの恋と魔法 中村　航 小学館 小説

43 幸せは弱さである 曽野　綾子 ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ エッセイ

44 男のおばあさん ２ 永　六輔 大和書房 エッセイ

45 おつかいくん 鈴木　のりたけ 小学館 絵本

46 ポケモンをさがせ！11プラチナ 相原　和典 小学館 絵本

47 ポケモンをさがせ！ベストウィッシュ 相原　和典 小学館 絵本

48 コんガらガっちあっちこっちすすめ！の本 ユーフラテス 小学館 絵本

49 コんガらガっち おそるおそるすすめ!の本 ユーフラテス 小学館 絵本

50 ぼく、仮面ライダーになる　ヴィザード編 のぶみ 講談社 絵本
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新着図書　　川　辺　公　民　館

51 ぼく、仮面ライダーになる のぶみ 講談社 絵本

52 子どもの本１００問１００答 大阪国際児童文学振興財団 創元社 読書法

53 かいけつゾロリのまほうのランプ 原　ゆたか ポプラ社 児童書

54 あかあかくろくろ かしわら　あきお 学研教育出版 絵本

55 ぶんぶんきいろ かしわら　あきお 学研教育出版 絵本

56 しましまぐるぐる かしわら　あきお 学研教育出版 絵本

57 ビブリア古書堂の事件手帖（５） 三上　延 ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸ文庫 小説

58 生死の分水嶺・陸羽東線 西村　京太郎 新潮社 小説

59 名探偵コナン　８２ 青山　剛昌 小学館 小説

60 幻夏 太田　愛 角川書店 小説

61 穴 小山田　浩子 新潮社 小説

62 翔ぶ少女 原田　マハ ポプラ社 小説

63 恋歌 朝井　まかて 講談社 小説


