
書籍名 作者 出版社

1 セーラー服歌人　鳥居 岩岡　千景 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

2 老後親子破産 ＮＨＫｽﾍﾟｼｬﾙ取材班 講談社

3 茶畑のジャヤ 中川　なをみ 鈴木出版

4 生きる：劉連仁の物語 森越　智子 童心社

5 二日月 いとうみく そうえん社

6 ＡＢＣ！曙第二中学校放送部 中川　朔久子 講談社

7 大村智ものがたり 馬場　錬成 毎日新聞出版

8 ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと 金の星社

9 ワンダー Ｒ・Ｊパラシオ ほるぷ出版

10 白いイルカの浜辺 ジル・ルイス 評論社

11 さかさ町 Ｆ.エマーソン・アンドリュース 岩波書店

12 コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村　文人 佼成出版社

13 アリとくらすむし 島田　たく ポプラ社

14 木のすきなケイトさん Ｈ.ジョセフ・ホプキンズ ＢＬ出版

15 みずたまのたび アンヌ・クロザ 西村書店

16 ボタンちゃん 小川　洋子 ＰＨＰ研究所

17 ここで土になる 大西　暢夫 アリス館

18 サマーキャンプ　潜入捜査官・高階沙香の慟哭 新宮　広明 幻冬舎

19 がんは人生を二度生きられる 長尾　和宏 青春出版社

20 ありがとうの道 小原　麻由美 PHP研究所

21 家康、江戸を建てる 門井　慶喜 祥伝社

22 世界一伸びるストレッチ 中野ジェームス修一 サンマーク出版

23 ジャッジメント 小林　由香 双葉社

24 「本能寺の変」は変だ！ 明智　憲三郎 文芸社

25 たまちゃんのおつかい便 森沢　明夫 実業之日本社

26 女の運命は髪で変わる 佐藤　友美 サンマーク出版

27 その医者のかかり方は損です 長尾　和宏 青春出版社

28 子どもと読みたい！新しい絵本1000　Part２ NPO読書サポート

29 あっ！そうなんだ性と生 浅井　春夫 エイデル研究所

30 やまびと 京極　夏彦 汐文社

新着図書　　　　　　　　　川辺公民館
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新着図書　　　　　　　　　川辺公民館

31 チャレンジ！みっけのひみつ ウォルター・ウィック 小学館

32 掟上今日子の婚姻届 西尾　維新 講談社

33 横濱1963 伊東　潤 文藝春秋

34 私の消滅 中村　文則 文藝春秋

35 真贋 今野　敏 双葉社

36 珠玉の短編 山田　詠美 講談社

37 裸の華　Ａ　Ｄａｎｃｅｒ’ｓ　Ｐａｓｓｉｏｎ 桜木　紫乃 集英社

38 ねこのおうち 柳　美里 河出書房新社

39 ブラック・ドッグ 葉真中　顕 講談社

40 ラジオラジオラジオ！ 加藤　千恵 河出書房新社

41 帰郷 浅田　次郎 集英社

42 陸王 池井戸　潤 集英社

43 長流の畔 宮本　輝 新潮社

44 夜を乗り越える 又吉　直樹 小学館

45 老いも病も受け入れよう 瀬戸内　寂聴 新潮社

46 大人の流儀6 伊集院　静 講談社

47 かいけつゾロリのおいしい金メダル 原　ゆたか ポプラ社

48 きかせたがりやの魔女 岡田　淳 偕成社

49 探偵チームKZ事件ノート　　黄金の雨は知っている 住滝　良 講談社

50 探偵チームKZ事件ノート　　　　七夕姫は知っている 住滝　良 講談社

51 探偵チームKZ事件ノート　消えた美少女は知っている 住滝　良 講談社

52 探偵チームKZ事件ノート　妖怪パソコンは知っている 住滝　良 講談社

53 探偵チームKZ事件ノート　本格ハロウィンは知っている 住滝　良 講談社

54 たまたま・たまちゃんうちは食べ物やさん！ 服部　千春 講談社

55 マチネの終わりに 平野　啓一郎 毎日新聞出版

56 かあちゃん取扱説明書 いとう　みく 童心社

57 昭和なくらし方 小泉　和子 河出書房新社

58 女の曲りカド　ﾌﾟﾚ更年期がやって来た！ 安斎　かなえ 竹書房

59 ストレンジャー・イン・パラダイス 小路　幸也 小学館

60 代体 山田　宗樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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新着図書　　　　　　　　　川辺公民館

61 アカガミ 窪　美澄 河出書房新社

62 ウェディングドレス 玉岡　かおる 幻冬舎

63 新ｲﾗｽﾄ版　ｺﾛﾎﾞｯｸﾙ物語１　だれも知らない小さな国 佐藤　さとる 講談社

64 三の隣は五号室 長嶋　有 中央公論新社

65 スティグマータ 近藤　史恵 新潮社

66 女の甲冑、着たりぬいだり毎日が戦なり ジェーン・スー 文藝春秋

67 どこかでベートーヴェン 中山　七里 宝島社

68 笑って付き合う認知症 榎本　睦郎 新潮社

69 報われない人間は永遠に報われない 李　龍徳 河出書房新社

70 イザドラ・ムーン学校へ行く！ ハリエット・マンカスター 静山社

71 美を尽くして天命を待つ 林　真理子 マガジンハウス

72 野わけ 渡辺　淳一 集英社

73 このあたりの人たち 川上　弘美 ｽｲｯﾁ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

74 はちみつ ふじわら　ゆみこ 福音館書店

75 夜空をみあげよう 松村　由利子 福音館書店

76 リサイクル・ネイチャー素材で作る　小学生のアイデア工作　改訂版 学研プラス

77 ひゃっくん 竹中　マユミ 偕成社

78 すずめくんどこでごはんたべるの？ たしろ　ちさと 福音館書店

79 じゃうおうジャーかぞく のぶみ 講談社

80 ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　レンジで絶品レシピ 山本　ゆり 宝島社

81 もののしくみ大図鑑 ジョエル・ルボーム 世界文化社


