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書籍名 作者 出版社

1  花嫁は三度ベルを鳴らす　ユーモアサスペンス  赤川次郎／著 実業之日本社

2  どうしても生きてる  朝井リョウ／著 幻冬舎

3  世にも奇妙な君物語  朝井リョウ／〔著〕 講談社

4  ハリネズミは月を見上げる  あさのあつこ／著 新潮社

5  赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。  青柳碧人／著 双葉社

6 女帝小池百合子  石井妙子／著 文藝春秋

7  絶叫学級転生　１１  いしかわえみ／著 集英社

8  海をあげる  上間陽子／著 筑摩書房

9 暗約領域  大沢在昌／著 光文社

10 スキマワラシ  恩田陸／著 集英社

11  家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった  岸田奈美／著 小学館

12 ミステリークロック  貴志祐介／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

13  コロッサスの鉤爪  貴志祐介／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

14
 色の楽しみ　衣食住の配色アイデア×基礎知識×覚えておきたい２４０色
 私らしい、モノ・コトの見つけ方。

 暮らしの図鑑編集部／編 翔泳社

15  ２０２０年の恋人たち  島本理生／著 中央公論新社

16  桶川ストーカー殺人事件　遺言  清水潔／著 新潮社

17 同姓同名  下村敦史／著 幻冬舎

18 これでもいいのだ  ジェーン・スー／著 中央公論新社

19  多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。
 Ｊａｍ／マンガ・文　名越康文／
監修

 サンクチュアリ出
版

20  元女子高生、パパになる  杉山文野／著 文藝春秋

21  夜明けのすべて  瀬尾まいこ／著 水鈴社

22  さいえんす川柳　「研究者あるある」傑作選  川柳ｉｎ　ｔｈｅラボ／編 講談社

23  カレンの台所  滝沢カレン／文・料理
 サンクチュアリ出
版

24  志麻さん式定番かぞくごはん  タサン志麻／著  日経ＢＰ

25  あの日の交換日記  辻堂ゆめ／著 中央公論新社

26 境界線  中山七里／著  ＮＨＫ出版

27  妻が口をきいてくれません  野原広子／著 集英社

28
 ボクはやっと認知症のことがわかった　自らも認知症になった専門医が、日
 本人に伝えたい遺言

 長谷川和夫／著　猪熊律子／
著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

29  はたらく細胞ＢＬＡＣＫ　６
 原田重光／原作　初嘉屋一生
 ／漫画　清水茜／監修

講談社

30  あやうく一生懸命生きるところだった
 ハワン／文・イラスト　岡崎暢子
 ／訳

 ダイヤモンド社

- 1/3 -



川辺公民館　新着図書　　１月

書籍名 作者 出版社

31  ぼくもだよ。　神楽坂の奇跡の木曜日  平岡陽明／〔著〕 角川春樹事務所

32  おうち性教育はじめます　一番やさしい！防犯・ＳＥＸ・命の伝え方  フクチマミ／著　村瀬幸浩／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

33  ＃ある朝殺人犯になっていた  藤井清美／著 Ｕ－ＮＥＸＴ

34  時給三〇〇円の死神  藤まる／著 双葉社

35 ５２ヘルツのクジラたち  町田そのこ／著 中央公論新社

36 日本製  三浦春馬／〔著〕 ワニブックス

37  ＭＡＪＯＲ　２ｎｄ　１７  満田拓也／著 小学館

38  ＭＡＪＯＲ　２ｎｄ　１８  満田拓也／著 小学館

39  きたきた捕物帖  宮部みゆき／著  ＰＨＰ研究所

40  おいしくて泣くとき  森沢明夫／〔著〕 角川春樹事務所

41  俳優のノート　新装版  山崎努／著 文藝春秋

42  新宿特別区警察署Ｌの捜査官  吉川英梨／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

43  暴虎の牙  柚月裕子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

44  別ればなし　ＴＯＫＹＯ２０２０．  ＬｉＬｙ　著 幻冬舎

45 ゆうかんなアイリーン
 ウィリアム・スタイグ／作　おが
 わえつこ／訳

 セーラー出版

46 おもちのおふろ  苅田澄子／作　植垣歩子／絵 学研教育出版

47 ないしょでんしゃ  薫くみこ／さく　かとうようこ／え  チャイルド本社

48  ほねほねザウルス　４
 カバヤ食品株式会社／原案・
 監修　ぐるーぷ・アンモナイツ／
 作・絵

岩崎書店

49  ほねほねザウルス　５
 カバヤ食品株式会社／原案・
 監修　ぐるーぷ・アンモナイツ／
 作・絵

岩崎書店

50  ほねほねザウルス　６
 カバヤ食品株式会社／原案・
 監修　ぐるーぷ・アンモナイツ／
 作・絵

岩崎書店

51 ゆきのひのゆうびんやさん
 こいでたん／ぶん　こいでやす
 こ／え

福音館書店

52 ゆきがやんだら  酒井駒子／〔作〕  学研プラス

53  プリンセス★マジック　１
 ジェニー・オールドフィールド／
 作　田中亜希子／訳　谷朋／
絵

 ポプラ社

54  プリンセス★マジック　２
 ジェニー・オールドフィールド／
 作　田中亜希子／訳　谷朋／
絵

 ポプラ社

55  にじいろフェアリーしずくちゃん　ふしぎなクリスタルをさがせ！
 ぎぼりつこ／絵　友永コリエ／
作

岩崎書店

56 やまのおふろやさん  とよたかずひこ／さく・え
ひさかたチャイル
ド

57  おしりたんてい　おしりたんていのこい！？  トロル／さく・え  ポプラ社

58  おしりダンディザ・ヤング　おたからはおれにまかせろ！
 トロル／著　はるはらロビンソン
 ／著　きくちあきひろ／著

集英社

59  メシが食える大人になる！もっとよのなかルールブック  高濱正伸／監修　林ユミ／絵
 日本図書セン
ター
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60 はりねずみくんのあかいマフラー  はらだよしこ／作 講談社

61 かいけつゾロリきょうふのエイリアン  原ゆたか／さく・え  ポプラ社

62 ながいながいねこのおかあさん
 キューライス／ぶん　ヒグチユ
 ウコ／え

白泉社

63  暗号クラブ　１６
 ペニー・ワーナー／著　番由美
 子／訳　ヒョーゴノスケ／絵

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

64  暗号クラブ　１７
 ペニー・ワーナー／著　番由美
 子／訳　ヒョーゴノスケ／絵

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

65  ロビンの赤いベスト
 ジャン・フィアンリー／さく　まつ
 かわまゆみ／やく

評論社

66 ぼくのてぶくろ  ふくだすぐる／さく・え 岩崎書店

67  超高層ビルのサバイバル　生き残り作戦　１
 ポップコーン・ストーリー／文
 韓賢東／絵　〔ＨＡＮＡ韓国語教
 育研究会／訳〕

朝日新聞出版

68 こよみともだち
 わたりむつこ／さく　ましませつ
 こ／え

福音館書店

69 ゆきのひのいえで  まるやまあやこ／作・絵 学研教育出版

70 みんなでぬくぬく
 エルザ・ドヴェルノア／ぶん　ミ
 シェル・ゲー／え　すえまつひ
 みこ／やく

童話館出版

71
 超超超超超超超超超超超超超超超超超超むずかしすぎるえさがし　きたえる
 観察・集中・思考力みんなでさがせば団結力もアップ！

 むずかしすぎるえさがし制作委
 員会／著

ワニブックス

72 ふゆのあさ  村上康成／作 ひかりのくに

73  分解する図鑑
 森下信／監修・指導　石井克枝
 ／監修・指導

小学館

74 あったまろう  もろはらじろう／作・絵 鈴木出版

75  名探偵コナンＫＯＤＯＭＯ時事ワード　２０２１
 読売ＫＯＤＯＭＯ新聞編集室／
編

小学館

76  おばけでんしゃだおとうとうさぎ！
 ヨンナ・ビョルンシェーナ／作
 ヘレンハルメ美穂／訳

クレヨンハウス

77  てぶくろ　ウクライナ民話
 エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／え
 うちだりさこ／やく

福音館書店
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