
書籍名 作者 出版社

1 バベル九朔 万城目　学 角川書店

2 これからを生きるあなたに伝えたいこと 美輪明宏/瀬戸内寂聴 マガジンハウス

3 西洋菓子店プティ・フール 千早　茜 文藝春秋

4 今が人生でいちばんいいとき！ 久田　恵 海竜社

5 マル暴総監 今野　敏 実業之日本社

6 大きな鳥にさらわれないよう 川上　弘美 講談社

7 求愛 瀬戸内　寂聴 集英社

8 フランス人は服を10着しか持たない２ ジェニファー・Ｌスコット 大和書房

9 生き返っても、あの世 村上　竹尾 幻冬舎

10 決戦！川中島 冲方　丁　ほか 講談社

11 イノセント 島本　理生 集英社

12 目は若返る　５０歳からの眼科治療 佐藤　香 幻冬舎

13 神様のコドモ 山田　悠介 幻冬舎

14 蛇のふもと 堂場　瞬一 講談社

15 アンバランス 加藤　千恵 文藝春秋

16 ままならないから私とあなた 朝井　リョウ 文藝春秋

17 拳の先 角田　光代 文藝春秋

18 老境の美徳 曽野　綾子 小学館

19 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ 光文社

20 今日が人生の最後の日だと思ってい生きなさい 小沢　竹俊 アスコム

21 名探偵コナン　８９ 青山　剛昌 小学館

22 奥さまはクレイジーフルーツ 柚木　麻子 文藝春秋

23 橋を渡る 吉田　修一 文藝春秋

24 赤ワインは冷やして飲みなさい 友田　晶子 青春出版社

25 防諜捜査 今野　敏 文藝春秋

新着図書　　　川辺公民館
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26 コんガらガっち　ぬきあしさしあし　すすめ！の本 ユーフラテス 小学館

27 せかいのひとびと ピーター・ストアー 評論社

28 恭一郎と七人の叔母 小路　幸也 徳間書店

29 太陽 前川　知大 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

30 鼠、地獄を巡る 赤川　次郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

31 ご機嫌な彼女たち 石井　睦美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

32 余命二億円 周防　柳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

33 吹けよ風呼べよ嵐 伊東　潤 祥伝社

34 エヴェエスト　神々の山嶺 夢枕　獏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

35 ハーメルンの誘拐魔 中山　七里 KADOKAWA

36 真夜中のパン屋さん5 大沼　純子 ポプラ社

37 ワンダフル・ワールド 村山　由佳 新潮社

38 異郷の友人 上田　岳弘 新潮社

39 アシタノユキカタ 小路　幸也 祥伝社

40 海の見える理髪店 荻原　　浩 集英社

41 暗幕のゲルニカ 原田　マハ 新潮社

42 アンと青春 坂木　司 光文社

43 いい加減な夜食４ 秋川　滝美 アルファポリス

44 彼女に関する十二章 中島　京子 中央公論新社

45 辛夷の花 葉室　麟 徳間書店

46 胘 朝井　まかて 新潮社

47 ぞうちゃんとねずみちゃん 三浦　太郎 講談社

48 天下一の軽口男 木下　昌輝 幻冬舎

49 ニセモノの妻 三崎　亜記 新潮社

50 きみに贈る本 中村文則、佐川光明　ほか 中央公論新社
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51 向田理髪店 奥田　英朗 光文社

52 ツバキ文具店 小川　糸 幻冬舎

53 サラバンド・サラバンダ 藤沢　周 新潮社

54 今はちょっと、ついてないだけ 伊吹　有喜 光文社

55 罪の終わり 東山　彰良 新潮社

56 半席 青山　文平 新潮社

57 硝子のＮoir 誉田　哲也 中央公論新社

58 硝子のＲouge 誉田　哲也 中央公論新社

59 赤い刻印 長岡　弘樹 双葉社

60 あの俳優はなぜ短期間で英語が話せるようになったのか？ 塩屋　孔章 ＳＢクリエイティブ

61 非常識の医学が病気を治す 安保 徹/福田 稔/永野 剛造 実業之日本社

62 やせるおかず作りおき　著者５０代・一年間で２６キロ減 柳澤　英子 小学館

63 ｍｉｎｎｅで売れっ子ハンドメイド作家になる本 たかはしあや ソシム

64
難しいことはわかりませんが、「がん」にならない方法を教えてく
ださい！

水上　治/大橋　弘祐 文響社

65 女子の山登り入門　経験ゼロからのステップアップ 小林　千穂 学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

66 平成２８年熊本地震特別報道写真集　発生から２週間の記録 熊本日日新聞

67 人間は死んでもまた生き続ける 大谷　暢順 幻冬舎

68 家族という病２ 下重　暁子 幻冬舎

69 変わる心を整え、人生を楽にする７３のコツ 矢作　直樹 ダイヤモンド

70 我が家の内輪話 三浦朱門/曽野綾子 世界文化社

71 人生は、約束 矢作　直樹 光文社

72 百貨店ワルツ マツオ　ヒロミ 実業之日本社

73 夜空をみあげよう 松村　由利子 福音館書店
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74 ねこどけい 岸田　衿子 福音館書店

75 菜の子ちゃんとカッパ石 富安　陽子 福音館書店

76 ツバメ観察記 孝森　まさひで 福音館書店

77 小さなプランクトンの大きな世界 小田部　家邦 福音館書店

78 もうぬげない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

79 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

80 長生きごはん ゆうゆう編集部 主婦の友社

81 なきごえバス えがらし　みちこ 白泉社

82 おしりたんてい　やみよにきえるきょじん トロエ ポプラ社

83 くるねこ１７ くるねこ大和 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

84 キャベたまたんてい　ちんぼつ船のひみつ 三田村信行/宮本えつよし 金の星社

85 キャベたまたんてい　きょうふのおばけやしき 三田村信行/宮本えつよし 金の星社

86 スピ☆散歩　ぶらりパワスポ霊感旅４ 伊藤　三巳華 朝日新聞出版

87 ハカバ・トラベルえいぎょうちゅう 柏葉　幸子 ＢＬ出版

88 探偵チームＫＺノート　ｱﾆﾒ全4作16話完全ﾉﾍﾞﾗｲｽﾞ版 藤本　ひとみ　ほか 講談社

89 人は怖くて嘘をつく 曽野　綾子 産経新聞出版

90 徳間アニメ絵本32　コクリコ坂から 高畑　勲 徳間書店

91 徳間アニメ絵本34　かぐや姫の物語 高畑　勲 徳間書店

92 関西の山登り＆ハイキング KADOKAWA

93 このあと　どうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社


