
新着図書　5月　川辺公民館

書籍名 作者 出版社

1 あおなり道場始末 葉室　麟 双葉社

2 ノスタルジー1972 中島　京子　ほか 講談社

3 サーモン・キャッチャー　ｔｈｅ　Ｎｏｖｅｌ 道尾　秀介 光文社

4 クローバーナイト 辻村　深月 光文社

5 クランクイン 相場　英雄 双葉社

6 クラッシュマン 柴田　哲孝 双葉社

7 タイムマシンでは、行けない明日 畑野　智美 集英社

8 魔法使いと副店長 越谷　オサム 徳間書店

9 告白の余白 下村　敦史 幻冬舎

10 神仙の告白　旅路の果てに 仁木　英之 新潮社

11 ｕｎｄｅｒ　the　ｂｒｉｄｇｅ 堂場　瞬一 早川書房

12 メシマズ狂想曲 秋川　滝美 小学館

13 コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田　圭介 講談社

14 花咲小路三丁目のナイト 小路　幸也 ポプラ社

15 マカロンはマカロン 近藤　史恵 東京創元社

16 幻庵（上） 百田　尚樹 文藝春秋

17 幻庵（下） 百田　尚樹 文藝春秋

18 走狗 伊東　潤 中央公論新社

19 時が見下ろす 長岡　弘樹 祥伝社

20 クラフトガール 金原　ひとみ 朝日新聞出版

21 私をくいとめて 綿矢　りさ 朝日新聞出版

22 制裁女 新堂　冬樹 徳間書店

23 静かな雨 宮下　奈都 文藝春秋

24 ハリネズミ乙女、はじめての恋 令丈　ヒロ子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

25 屋根をかける人 門井　慶喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

26 社長室の冬 堂場　瞬一 集英社

27 サーベル警視庁 今野　敏 角川春樹事務所

28 また、桜の国で 須賀　しのぶ 祥伝社

29 しんせかい 山下　澄人 新潮社

30 騎士団長殺し：第一部 村上　春樹 新潮社

31 騎士団長殺し：第二部 村上　春樹 新潮社

32 錆びた太陽 恩田　陸 朝日新聞出版

33 芝公園六角堂跡 西村　賢太 文藝春秋

34 錯迷 堂場　瞬一 小学館
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35 黒龍賦 葉室　麟 ＰＨＰ研究所

36 翼がなくても 中山　七里 双葉社

37 サロメ 原田　マハ 文藝春秋

38 がん消滅の罠 岩木　一麻 宝島社

39 不時着する流星たち 小川　洋子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

40 砂漠の影絵 石井　光太 光文社

41 春に散る（上） 沢木　耕太郎 朝日新聞出版

42 春に散る（下） 沢木　耕太郎 朝日新聞出版

43 血と肉 中山　咲 河出書房新社

44 失われた地図 恩田　陸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

45 なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國　香織 角川春樹事務所

46 桜のような僕の恋人 宇野　佳佑 集英社文庫

47 合理的にあり得ない 柚月　裕子 講談社

48 終りなき夜に生れつく 恩田　陸 文藝春秋

49 回帰 今野　敏 幻冬舎

50 家と庭 畑野　智美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

51 風のかたみ 葉室　麟 朝日新聞出版

52 居酒屋ぼったくり６ 秋川　滝美 アルファポリス

53 居酒屋ぼったくり７ 秋川　滝美 アルファポリス

54 立川びより 仁木　英之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

55 ガーディアン 薬丸　岳 講談社

56 不発弾 相場　英雄 新潮社

57 神のピアノ 新堂　冬樹 双葉社

58 姥捨て山繁盛記 太田　俊明 日本経済新聞出版

59 ぼくの死体をよろしくたのむ 川上　弘美 小学館

60 カウントダウン 真梨　幸子 宝島社

61 素敵な日本人　東野圭吾短編集 東野　圭吾 光文社

62 この嘘がばれないうちに 川口　俊和 サンマーク出版

63 すごい人生は、今日はじまる。 めしょん 徳間書店

64 笑って、泣いて、考えて。　永六輔の尽きない話 さだ　まさし 小学館

65 老いては夫を従え 柴門　ふみ 小学館

66 キレる私をやめたい～夫をグーで殴る妻をやめるまで～ 田房　永子 竹書房

67 不運を幸運に変える力 曽野　綾子 河出書房新社

68 世界をつくった6つの革命の物語 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ジョンソン　大田直子朝日新聞出版

69 大人の流儀７　さよならの力 伊集院　静 講談社
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70 下衆の極み 林　真理子 文藝春秋

71 銀婚式 三田　寛子 中央公論新社

72 トムとジェリーをさがせ！　びっくりタウンはおおさわぎ まつやま　たかし 河出書房新社

73 トムとジェリーをさがせ！　どたばたハウスでおおあばれ まつやま　たかし 河出書房新社

74 　　　　　ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　39　第二次世界大戦の夜 メアリー・Ｐ・オズボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ

75 　　　　　ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　40　カリブの巨大ザメ メアリー・Ｐ・オズボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ

76 　　　　　ﾏｼﾞｯｸﾂﾘｰﾊｳｽ　41　走れ犬ぞり、命を救え メアリー・Ｐ・オズボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ

77 事件だよ！全員集合 杉山　亮 偕成社

78 とっておきの名探偵 杉山　亮 偕成社

79 よーいどんで名探偵 杉山　亮 偕成社

80 あめあがりの名探偵 杉山　亮 偕成社

81
角川アニメ絵本　ちいさなプリンセスソフィア　ひみつのと

しょしつ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

82 いのちのはな のぶみ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

83 サンタパスポート のぶみ サンマーク出版

84 もったいないばあさんの知恵袋 真珠　まりこ 講談社

85 この世界の片隅に（上） こうの　史代 双葉社

86 この世界の片隅に（中） こうの　史代 双葉社

87 この世界の片隅に（下） こうの　史代 双葉社

88 いのちの車窓から 星野　源 KADOKAWA

89 ばぁばはだいじょうぶ　絵本・小さななかまたち 楠　章子 童心社

90 なにがあってもずっといっしょ 草野　たき 金の星社

91 アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス BL出版

92 すばこ キムファン ほるぷ出版

93 くろねこどん 岡野　かおる子 理論社

94 空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき 国土社

95 耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン 光村教育図書

96 干したから･･･　ふしぎびっくり写真えほん 森枝　卓士 フレーベル館

97 チキン！　文研じゅべにーる いとう　みく 文研出版

98 ぼくたちのリアル 戸森　しるこ 講談社

99 霧のなかの白い犬 アン・ブース あかね書房

100
転んでも、大丈夫　ぼくが義足を作る理由　ポプラ社ノン

フィクション　２６　生き方
臼井　二美男 ポプラ社

101 円周率の謎を追う　江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 鳴海　風 くもん出版

102 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト あすなろ書房

103 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人 新日本出版社


