
Dの殺人事件、まことに恐ろしきは 歌野 晶午

決戦!桶狭間 冲方 丁 他

挑戦 大下 英治 三毛猫ホームズの登山列車 赤川 次郎

我ら荒野の七重奏(セプテット) 加納 朋子 噓 明野 照葉

四月になれば彼女は 川村 元気 リバース 五十嵐 貴久

老乱 久坂部 羊 獅子 池波 正太郎

国家とハイエナ 黒木 亮 崩落 上田 秀人

みやこさわぎ 西條 奈加 騒乱前夜 佐伯 泰英

私の幽霊 朱川 湊人 錠前破り、銀太 田牧 大和

脇坂副署長の長い一日 真保 裕一 待つ春や 辻堂 魁

クローバーナイト 辻村 深月 愚者の連鎖 堂場 瞬一

ノスタルジー1972 中島 京子 使の者の事件帖　④ 誉田 龍一

セイレーンの懺悔 中山 七里 松本清張ジャンル別作品集　④ 松本 清張

壁の男 貫井 徳郎 新撰小倉百人一首 塚本 邦雄

比(なら)ぶ者なき 馳 星周 戦後的思考 加藤 典洋

コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田 圭介 醬油・味噌・酢はすごい 小泉 武夫

あおなり道場始末 葉室 麟 魚と日本人 濱田 武士

リーチ先生 原田 マハ 弘法大師空海と出会う 川崎 一洋

恋のゴンドラ 東野 圭吾 読書と日本人 津野 海太郎

珍妙な峠 町田 康

サーモン・キャッチャーthe Novel 道尾 秀介

校閲ガール トルネード 宮木 あや子 奇妙という名の五人兄妹 アンドリュー・カウフマン

夜行 森見 登美彦 名を捨てた家族 ジュール・ヴェルヌ

慈雨 柚月 裕子 方法異説 アレホ・カルペンティエール

ヴラジーミル・イリイチ・レーニン マヤコフスキー

言葉の降る日 加藤 典洋

独女日記　③ 藤堂 志津子 マンガでわかる!統合失調症　家族の対応編 中村 ユキ

試行錯誤に漂う 保坂 和志 発達障害の子がぐーんと伸びる心と体の育て やまもと まゆみ

ぐるぐる問答 森見 登美彦 献立らくらく無理なく続ける腎臓病の食事 木村 健二郎

認知症になるとなぜ「不可解な行動」をとる 加藤 伸司

子どものうつ病 長尾 圭造

新・リーダー論 池上 彰 胃がん 比企 直樹

「アウンサンスーチー政権」のミャンマー 永井 浩 発達障害とどう向き合うか 吉濱 ツトム

ユーロ恐慌 副島 隆彦

ノーベル経済学賞 根井 雅弘

世界経済まさかの時代 滝田 洋一 魔法の粉「れんこんパウダー」健康法 村上 祥子

ケースでわかる災害対策 日本防災プラットフォーム よくわかる失語症ことばの攻略　音読編 沼尾 ひろ子

子どもの貧困の解決へ 浅井 春夫 腸を元気にしたいなら発酵食を食べなさい 白澤 卓二

誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース 認知症にならないための歩き方 椎名 一博

　

社会科学 

文庫・新書 

日本の文学・小説 

外国の小説 

エッセイ 
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平成28年12月号 10/26～11/25までに入ったおもな本の紹介です。 

ここに掲載してない本はﾎｰﾑﾍﾟ-ｼﾞからご覧になれます。  
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健康長寿の本 
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よくわかる人工知能 清水 亮 ガリレオ・ガリレイは数学でもすごかった!? 吉田 信夫

『暮しの手帖』と花森安治の素顔 河津 一哉 The Real Moon月の素顔 沼澤 茂美

「101分de名著」名作セレクション NHK「101分de名著」制作班 日本の火山ウォーキングガイド 火山防災推進機構

「ひとり」の哲学 山折 哲雄 きのこ検定公式テキスト ホクトきのこ総合研究所

トランプ ワシントン・ポスト取材班 断面で読み解く世界の建築 ポール・ルイス

池上彰とホセ・ムヒカが語り合ったほんとう 池上 彰 世界を変える100の技術 日経BP社

天皇陛下「生前退位」への想い 保阪 正康 ごみゼロへの挑戦 山谷 修作

できるホームページ・ビルダー21 広野 忠敏

よくわかる最新アンテナの基本と仕組み 吉村 和昭

博覧会絵はがきとその時代 高橋 千晶 手あみの冬こもの 小林 ゆか

ききりんご紀行 谷村 志穂 パリジェンヌのように少ないモノでスッキリ 米澤 よう子

剪定「コツ」の科学 上条 祐一郎 夕方5時からお酒とごはん 伊藤 まさこ

ニセモノ図鑑 西谷 大 小林カツ代の永久不滅レシピ101 小林 カツ代

もっと知りたいカンディンスキー 松本 透 あんこのことがすべてわかる本 芝崎 本実

江戸琳派の美 岡野 智子 子育ては響き合い 新開 英二

新・十二支図100選 全国水墨画美術協会

日本の手仕事をつなぐ旅　いろいろ1 久野 恵一

超わかりやすい太極拳入門DVDブック 中 暢子 元九郎奔る 大原 啓輔

翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース 島根の逆襲 出川 卓

出雲国誕生 大橋 泰夫

人がいじわるをする理由はなに? ドゥニ・カンブシュネ

昆虫たちの世渡り術 海野 和男 さらば価格競争 坂本 光司

エレキギター上達のポイント50 瀧澤 克成 私をリーダーに導いた250冊 朝日新聞出版

死神うどんカフェ1号店　別腹編☆ 石川 宏千花 実践問題解決最強ツール37 松井 順一

あたしの、ボケのお姫様。 令丈 ヒロ子

キミがくれた希望のかけら セアラ・ムーア・フィッツジェラルド

みんなの道徳解体新書 パオロ・マッツァリーノ 最新科学でハッピー子育て NHK出版

はじめての離乳食　前半・後半 太田 百合子

今日から使える読み聞かせテクニック 景山 聖子

ドラえもんはじめての論語 安岡 定子

平安時代のサバイバル 市川 智茂

日本の歴史　①～⑳ パンダなりきりたいそう いりやま さとし

にっぽんのおかず 白央 篤司 ノラネコぐんだん そらをとぶ 工藤 ノリコ

こどもノーベル賞新聞 若林 文高 ぐずりっこフンガくん 国松 エリカ

世界一楽しい遊べる鉱物図鑑 さとう かよこ まいにちつかうはしってすごい! 柴山 ヒデアキ

身近なものでふしぎな科学実験 山村 紳一郎 かまくらレストラン 真珠 まりこ

いちばんやさしいはじめてのあやとり 野口 とも たまちゃんとあかちゃん どい かや

ハーブをたのしむ絵本 大野 八生 100円たんけん 中川 ひろたか

ハムスターのすてきなお仕事 あんびる やすこ ワオコッコ よしなが こうたく

おにぼう くすのき しげのり ペネロペゆきあそびをする アン・グットマン

あくしゅかい 村上 しいこ 天才こども建築家、世界を救う アンドレア・ベイティー

ヒックとドラゴン　⑫上・下 ヒック・ホレンダス・ハドック三世 もみの木のねがい エステル・ブライヤー

ハリー・ポッターと呪いの子 J.K.ローリング おとうさんねずみのクリスマスイブ クレメント・C.ムーア

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 

総記・哲学・宗教・歴史 

郷土の本 

子育て支援の本 


