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坂の途中の家 角田 光代 旅立ノ朝 佐伯 泰英

獅子吼 浅田 次郎 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上 春樹

たんぽぽ団地 重松 清 木戸の別れ 喜安 幸夫

当確師 真山 仁 演じられた花嫁 赤川 次郎

言い訳だらけの人生 平 安寿子 忘憂草 今井 絵美子

逆島断雄と進駐官養成高校の決闘 石田 衣良 一九四四年の大震災 西村 京太郎

優しい言葉 群 ようこ ぶたぶたの甘いもの 矢崎 存美

はだれ雪 葉室 麟 将軍の猫 和久田 正明

異類婚姻譚 本谷 有希子 松風の香 吉田 雄亮

終の日までの 森 浩美 「内向の世代」初期作品アンソロジー 黒井 千次　選

校閲ガール ア・ラ・モード 宮木 あや子 酔いざめ日記 木山 捷平

学校の近くの家 青木 淳悟 クロックワーク・ロケット グレッグ・イーガン

わたしの宝石 朱川 湊人 ジャック・リッチーのびっくりパレード ジャック・リッチー

帰ってきた腕貫探偵 西澤 保彦 宇宙飛行士という仕事 柳川 孝二

お伊勢まいり 平岩 弓枝 東京消滅 増田 寛也

蛮政の秋 堂場 瞬一 新・韓国現代史 文 京洙

踊り子と将棋指し 坂上 琴 村上春樹は、むずかしい 加藤 典洋

真実の10メートル手前 米澤 穂信

ママがやった 井上 荒野

よはひ いしい しんじ 冬の物語 イサク・ディネセン

ロング・ロング・ホリディ 小路 幸也 片手の郵便配達人 グードルン・パウゼヴァング

つつましい英雄 マリオ・バルガス=リョサ

テロリストの息子 ザック・エブラヒム

たましいのふたりごと 川上 未映子

一〇三歳、ひとりで生きる作法 篠田 桃紅

孫と私の小さな歴史 佐藤 愛子 超高齢社会の法律、何が問題なのか 樋口 範雄

ありきたりの痛み 東山 彰良 自分でパパッと書ける確定申告　平成28年3月15日締切分 平井 義一

ひとり居の記 川本 三郎 株・FX・投資信託一番トクする確定申告 千代田パートナーズ税理士法人

インターネット法 松井 茂記

国境なき医師団 レネー・C.フォックス

東京ではわからない地方創生の真実 辛坊 治郎 いのちの学校 柳沢 智子

18歳選挙権で政治はどう変わるか 飯田 泰士
戦争へ突入する世界大激変する日本経済 渡邉 哲也

日本は本当に戦争する国になるのか? 池上 彰 医者が教える長生きのコツ 佐古田 三郎

和食の常識Q&A百科 堀 知佐子 人は血管から老化する 池谷 敏郎

何が起きても命を守る防災減災BOOK ゆうゆう編集部 もの忘れを予防する健康脳トレ　ひらめき漢字編 篠原 菊紀

平成の家族と食 品田 知美 「おしり」を鍛えると一生歩ける! 松尾 タカシ

一緒にいてイライラする人、ホッとする人 本郷 陽二 かんたん、楽しい!高齢者といっしょにつくる壁面かざり 小池 寛子
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平成28年2月号 12/26～1/25までに入ったおもな本の紹介です。
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美篶堂とつくる美しい手製本 美篶堂 親ががんになったら読む本 山口 建

悔いのない人生 齋藤 孝 食品添加物ほんとうの話 三輪 操

ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか 危険地報道を考えるジャーナリストの会 台所漢方 根本 幸夫

楽に生きるための人生相談 美輪 明宏 図解やさしくわかる言語聴覚障害 小嶋 知幸

神社の解剖図鑑 米澤 貴紀 「3週間ですっきり腸美人に生まれ変わる」30の方法 大竹 真一郎

真田幸村の系譜 真田 徹

商都大阪をつくった男五代友厚 宮本 又郎

世界でいちばん素敵な夜空の教室 多摩六都科学館天文チーム

面白くて眠れなくなる遺伝子 竹内 薫

ずっとともだち。フクロウのフクと猫のマリモ 永原 律子 菌世界紀行 星野 保

もか吉、ボランティア犬になる。 江川 紹子 日本野鳥歳時記 大橋 弘一

伝統野菜をつくった人々 阿部 希望 実践大工道具仕立ての技法 手柴 正範

漁師と水産業 小松 正之 はじめてでもちゃんと作れる通園通学BOOK 日本ヴォーグ社

汽車のあった風景　西日本篇 安田 就視 刺しゅう糸で編むあみぐるみのミニ動物園100 アップルミンツ

エミール・ガレとドーム兄弟 エミール・ガレ 免疫力アップ!やせる!酢しょうがレシピ 小林 美代子

しぐさで読む美術史 宮下 規久朗 おいしいパスタづくり12ケ月 本多 哲也

「ない仕事」の作り方 みうら じゅん プラス3分ですてきな朝食アイデア帳 小山 浩子

五郎丸日記 小松 成美 あんこのおやつ 森崎 繭香

羽生結弦語録 羽生 結弦 大人のためのかしこい衣服計画 板倉 直子

野球小僧の戦後史 ビートたけし 片づけが楽しくなる無印良品でつくる子ども空間 吉川 圭子

昭和の歌100 小西 良太郎 和家具をたのしむ 山本 明弘

イラスト図解経理の超基本 宮森 俊樹 伯耆国羽衣天女伝説 野津　龍

企業法務のための判例活用マニュアル 花野 信子 島根自虐伝 島根勝手に応援会

国家試験カタログ　2017-18年版 自由国民社

就活は3つの質問に答えるだけ。 今井 正彦

「働くママ」の仕事術 金澤 悦子 たまひよ赤ちゃんのしあわせ名　2016～2017年 たまごクラブ

繁盛店が必ずやっているチラシ最強のルール 渋谷 雄大 食物アレルギーをこわがらない!はじめての離乳食 伊藤 浩明

今さら聞けない30代以上転職のルール 中谷 充宏

おふろやさんのまねきねこ とよた かずひこ

三年二組、みんなよい子です! くすのき しげのり 生きものビックリ食事のじかん ジェンキンズ

ジオパークへ行こう! 林 信太郎 くれよんがおれたとき かさい まり

にっぽんのおやつ 白央 篤司 おおきなでんしゃ 座二郎

錦織圭 　世界の頂点へ 本郷 陽二 ちいさなオレグ マーガレット・コート

ショコラとコロンおかしの家のいたずらクッキー ふくざわ ゆみこ ぞうさん、どこにいるの? バルー

ウォーリーと16人のギャング リチャード・ケネディ にん・にん・じんのにんじんじ　ぜにがめの巻 うえだ しげこ

ソクラテスのいるサッカー部 キム ハウン おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし エイミー・デ・ラ・ヘイ

さかさ町 F.エマーソン・アンドリュース だれのものでもない岩鼻の灯台 山下 明生

めいちゃんの500円玉 なかがわ ちひろ 子どものためのラ・フォンテーヌのおはなし ラ・フォンテーヌ

温泉アイドルは小学生!　① 令丈 ヒロ子 にっぽんしょうがっこう のぶみ

ママはお医者さん あさの あつこ ユーゴ修道士と本を愛しすぎたクマ ケイティ・ビービ

おばけのアッチ パン・パン・パンケーキ 角野 栄子 おうさまのくつ ヘレン・ビル
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子育て支援の本子育て支援の本子育て支援の本子育て支援の本
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