
居酒屋ぼったくり　⑥ 秋川 滝美

最悪の将軍 朝井 まかて

おんなの城 安部 龍太郎 女城主 池波 正太郎

赤ん坊が指さしてる門 いしい しんじ 名花散る 荒崎 一海

ヴァラエティ 奥田 英朗 完本密命　巻之⑮ 佐伯 泰英

ストロベリーライフ 荻原 浩 鬼役　⑲ 坂岡 真

蜜蜂と遠雷 恩田 陸 小説君の名は。 新海 誠

五弁の秋花 梶 よう子 爛 瀬戸内 寂聴

魂の沃野　上下 北方 謙三 すずの爪あと 乃南 アサ

曲がり木たち 小手鞠 るい 本所おけら長屋　⑦ 畠山 健二

氷の轍 桜木 紫乃 貸し物屋お庸　④ 平谷 美樹

明るい夜に出かけて 佐藤 多佳子 五郎正宗 藤井 邦夫

Mの暗号 柴田 哲孝 冒険登山のすすめ 米山 悟

オライオン飛行 高樹 のぶ子 日本の一文30選 中村 明

白衣の噓 長岡 弘樹 ルポ貧困女子 飯島 裕子

まことの華姫 畠中 恵 ノーベル賞でつかむ現代科学 小山 慶太

孤篷のひと 葉室 麟 難民問題 墓田 桂

デトロイト美術館の奇跡 原田 マハ 周-理想化された古代王朝 佐藤 信弥

火災調査官 福田 和代 会議のマネジメント 加藤 文俊

水鏡推理　④ 松岡 圭祐

湖底の城　⑦ 宮城谷 昌光

犯罪小説集 吉田 修一 煽動者 ジェフリー・ディーヴァー

手のひらの京(みやこ) 綿矢 りさ 待つ女 マリー・ダリュセック

むずかしい年ごろ アンナ・スタロビネツ

四人の交差点 トンミ・キンヌネン

なんでわざわざ中年体育 角田 光代

私の「貧乏物語」 岩波書店編集部

三谷幸喜のありふれた生活　⑭ 三谷 幸喜 自閉症のぼくが「ありがとう」を言えるまで イド・ケダー

紅茶と薔薇の日々 森 茉莉 発達障害の子どもの心がわかる本 笠原 麻里

下北沢について 吉本 ばなな おうちで作る介護食クッキング入門 齋藤 郁子

治るという前提でがんになった 高山 知朗

その腰痛は治る! 金岡 恒治

考える力がつく本 池上 彰 認知症介護ラプソディ 速水 ユウ

50歳からはじめる人生整理術 柴田 和枝 明るく前向きになれる乳がんのお話100 南雲 吉則

不平等論 ハリー・G.フランクファート

生きるために大切なこと A.アドラー

インドネシア イスラーム大国の変貌 小川 忠 一生がんにならない食べ方レシピ 渡邊 昌

樹木と暮らす古代人 樋上 昇 長生きの秘訣はこの血流にあった! 東 茂由

昭和のあの頃ぼくたちは小学生だった かねこ たかし 一生自分の足で歩く!ぐら止め体操 橋間 誠
世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカ日本人へ贈る言葉　 ホセ・ムヒカ 血管がぐんぐん若返る!!豆乳オリーブオイル 小山 浩子

　

文庫・新書 

日本の文学・小説 

外国の小説 
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なぜ日本の「ご飯」は美味しいのか シンシアリー 今をどう生きる 益川 敏英

町の未来をこの手でつくる 猪谷 千香 眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤 勝彦

格差と再分配 トマ・ピケティ 池上彰が聞いてわかった生命のしくみ 池上 彰

家族で地方移住、はじめました。 移住ライフ研究会 野に咲く花便利帳 稲垣 栄洋

なぜイギリス人は貯金500万円で幸せに暮らせるのか? 井形 慶子 難読誤読魚介類漢字よみかた辞典 日外アソシエーツ株式会社集

尾木ママの叱らずしつけ21のコツ 尾木 直樹 日本の防災、世界の災害 石渡 幹夫

入浴と銭湯 中野 栄三 図解次世代火力発電 高橋 毅

つくって楽しむわら工芸 瀧本 広子

やめてみた。 わたなべ ぽん

100円グッズでプチ!ガーデニング 竹田 薫 季節の暮らしと服支度 内田 彩仍

ネコへの恋文 岩合 光昭 ニットのクラッチバッグ 主婦と生活社

インターネットは流通と社会をどう変えたか 阿部 真也 草花の手編みざぶとん 誠文堂新光社

近くても遠い場所 木下 直之 「めんどくさい」がなくなる台所 足立 洋子

ピーターラビットのすべて 辻丸 純一 砂糖が決め手!コウケンテツのまたつくりたくなる定番レシピ コウ ケンテツ

マイケル・ジャクソン 人生を賭けた2秒間 河出書房新社編集部 生きるべきように生きれば、いつの日かかならず花は咲くものです 辰巳 芳子

イチローがいた幸せ 杉浦 大介

精神科医が語る熱狂の広島カープ論 和田 秀樹

誰からも好かれるNHKの話し方 NHK放送研修センター・日本語センター 日本海を望む「倭の国邑」 妻木晩田遺跡 浜田 竜彦

英語の帝国 平田 雅博 鳥取県まるごと読本 鳥取県・今井出版

英語辞書をつくる 南出 康世 小さくても勝てる 平井 伸治

マイペースでずっと働く!女子のひとり起業2年目の教科書　 滝岡 幸子 零戦パイロットからの遺言 原田 要

60代の得する「働き方」ガイド 酒井 富士子 初心者のクラリネット基礎教本　2016 河原塚 ユウジ

渋谷の農家 小倉 崇 強くなりたいきみへ! エディー・ジョーンズ

残業なしで成果をあげるトップ営業の鉄則 菊原 智明 X-01　① あさの あつこ

ふせんの技100 舘神 龍彦 フラダン 古内 一絵

「プレゼン」力 山中 伸弥

イラストでわかる日本の神々の教科書 椙山 林継

へんしんおてんき あきやま ただし 自然あそびフィールドブック ケイ・マグワイア

チロルくんのりんごの木 荒井 良二 ポンポンクックブック 野中 柊

つきよの3びき たかどの ほうこ 捨て犬・未来、天国へのメッセージ 今西 乃子

これはすいへいせん 谷川 俊太郎 商店街で働く人たち 山下 久猛

ぼくはイスです 長 新太 日本の世界遺産 山口 正

どんぐりむらのだいくさん なかや みわ ギュレギュレ! 斉藤 洋

ねこってこんなふう? ブレンダン・ウェンツェル ピクルスとふたごのいもうと 小風 さち

どこかでだれかがねむくなる メアリー・リン・レイ 真田十勇士　外伝 小前 亮

ゾウはおことわり! リサ・マンチェフ まほうのバス 中島 和子

おいしいかぞえうた 岸田 衿子 夜空のスター・チャウダー 野中 柊

ねこ・こども 佐々木 マキ りこうな子ども 松岡 享子

ねずみさんのくらべっこ 多田 ヒロシ 空飛ぶリスとひねくれ屋のフローラ ケイト・ディカミロ

あかちゃん tupera tupera ねらわれた王座 ジェニファー・A.ニールセン

こねこのプーフー　①② アン・ハレンスレーベン はんぶんのおんどり ジャンヌ・ロッシュ=マゾン

社会科学 

ビジネスの本 

産業・藝術・スポーツ・語学 

自然科学・技術・家庭 

ヤングアダルト 

児童 
絵本 

郷土の本 


