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タイトル 巻数 頭文字 著者 出版者 出版年 分類

４月

お金2．0　新しい経済のルールと生き方（NewsPicks　Book） おかね 佐藤　航陽著 幻冬舎 2017 330.4

６月

あなたはそのままで愛されている あなた 渡辺　和子著 PHP研究所 2018 159.6

女子が毎日トクをする人間関係のキホン じょしが有川　真由美著 PHP研究所 2018 361.4

ありえないほどうるさいオルゴール店 ありえ 瀧羽　麻子著 幻冬舎 2018 913

湖畔の愛 こはん 町田　康著 新潮社 2018 913

三成最後の賭け みつな 矢的　竜著 新潮社 2018 913

完璧じゃない、あたしたち かんぺ 王谷　晶著 ポプラ社 2018 913

高校バスケは頭脳が9割　なぜ同じ高校生なのに「差」が生まれるのか！？ こうこ 三上　太著 東邦出版 2018 783.1

育てる楽しむ癒しの「苔ボトル」（COSMIC　MOOK） そだて 佐々木　浩之写真 コスミック出版 2018 627.8

一〇一歳の習慣　いつまでも健やかでいたいあなたに、覚えておいてほしいこと ひゃくい高橋　幸枝著 飛鳥新社 2018 159

「ズバ抜けた問題児」の伸ばし方　ADHDタイプ脳のすごさを引き出す勉強法 ずばぬ 松永　暢史著 主婦の友社 2018 378

本能寺の変431年目の真実（文芸社文庫　あ5-1） ほんの 明智　憲三郎著 文芸社 2013 B 210.4

毒花伝（小学館文庫　わ7-19） どくか 和田　はつ子著 小学館 2018 B 913

戦国武将列伝100　戦国時代に何を学ぶか せんご 小和田　哲男著 メディアパル 2018 281

竹林精舎 ちくり 玄侑　宗久著 朝日新聞出版 2018 913

砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない（角川文庫　さ48-3） さとう 桜庭　一樹著 角川書店 2009 B 913

東京都の山（分県登山ガイド　12） とうきょ山岳写真ASA編著 山と溪谷社 2018 291.3

魔力の胎動 まりょ 東野　圭吾著 KADOKAWA 2018 913

子どもの貧困と食格差　お腹いっぱい食べさせたい こども 阿部　彩編著 大月書店 2018 369.4

早期発見＋早期ケアで怖くない隠れ認知症 そうき 旭　俊臣著 幻冬舎メディアコンサルティング2018 493.7

在宅医の告白　「多死社会」のリアル ざいた 米田　浩基著 幻冬舎メディアコンサルティング2018 498

老いる勇気　これからの人生をどう生きるか おいる 岸見　一郎著 PHP研究所 2018 159



今森光彦の里山の切り絵　オーレリアンの花と生きもの いまも 今森　光彦切り絵・文世界文化社 2018 754.9

半分生きて、半分死んでいる（PHP新書　1132） はんぶ 養老　孟司著 PHP研究所 2018 304

風は西から かぜは 村山　由佳著 幻冬舎 2018 913

引き抜き屋　鹿子小穂の帰還 2 ひきぬ 雫井　脩介著 PHP研究所 2018 913

引き抜き屋　鹿子小穂の冒険 1 ひきぬ 雫井　脩介著 PHP研究所 2018 913

半分、青い。　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part1 はんぶ 北川　悦吏子作 NHK出版 2018 778.8

孫ができたらまず読む本　子育て新常識から家族とのつき合い方まで（Nなるほど！の本） まごが 宮本　まき子監修 NHK出版 2018 599

長く高い壁 ながく 浅田　次郎著 KADOKAWA 2018 913

5秒ひざ裏のばしですべて解決　壁ドン！壁ピタ！ストレッチ ごびょ 川村　明著 主婦の友社 2018 498.3

ほどほど快適生活百科 ほどほ 群　ようこ著 集英社 2018 914

極上の孤独（幻冬舎新書　し-10-3） ごくじょ下重　暁子著 幻冬舎 2018 159

おたからサザエさん 5 おたか5長谷川　町子著 朝日新聞出版 2018 726.1

おたからサザエさん 6 おたか6長谷川　町子著 朝日新聞出版 2018 726.1

おたからサザエさん 3 おたか3長谷川　町子著 朝日新聞出版 2018 726.1

おたからサザエさん 4 おたか4長谷川　町子著 朝日新聞出版 2018 726.1

おたからサザエさん 1 おたか1長谷川　町子著 朝日新聞出版 2018 726.1

おたからサザエさん 2 おたか2長谷川　町子著 朝日新聞出版 2018 726.1

疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい　たった2週間で姿勢が整い体質が変わる方法 つかれ 竹井　仁著 誠文堂新光社 2018 492.5

福島第一廃炉の記録 ふくし 西澤　丞著 みすず書房 2018 543.5

16歳の語り部 じゅうろ雁部　那由多語り部 ポプラ社 2016 369.3

酒の渚 さけの さだ　まさし著 幻冬舎 2018 914

幻想古書店で珈琲を　それぞれの逡巡（ハルキ文庫　あ26-6） 6 げんそ5蒼月　海里著 角川春樹事務所 20108 B 913

幻想古書店で珈琲を　招かれざる客人（ハルキ文庫　あ26-5） 5 げんそ6蒼月　海里著 角川春樹事務所 2017 B 913

幻想古書店で珈琲を　心の小部屋の鍵（ハルキ文庫　あ26-4） 4 げんそ4蒼月　海里著 角川春樹事務所 2017 B 913

私はあなたの記憶のなかに わたく 角田　光代著 小学館 2018 913

しんどい母から逃げる！！　いったん親のせいにしてみたら案外うまくいった しんど 田房　永子著 小学館 2018 916



フランス流捨てない片づけ　ちょっとした整えグセで部屋は見違える！ ふらん 米澤　よう子著 小学館 2018 597.5

そして、バトンは渡された そして 瀬尾　まいこ著 文藝春秋 2018 913

死の島 しのと 小池　真理子著 文藝春秋 2018 913

はじめまして、お父さん。（双葉文庫　や-26-04） はじめ 山本　甲士著 双葉社 2018 B 913

雨と詩人と落花と あめと 葉室　麟著 徳間書店 2018 913

逃げる力（PHP新書　1134） にげる 百田　尚樹著 PHP研究所 2018 914

知らないではすまされない自衛隊の本当の実力（SB新書　423） しらな 池上　彰著 SBクリエイティブ2018 392.1

イザベルに薔薇を いざべ 伊集院　静著 双葉社 2018 913

木皿食堂　お布団はタイムマシーン 3 きさら 木皿　泉著 双葉社 2018 914

本気になって何が悪い　新鉄客商売 ほんき 唐池　恒二著 PHP研究所 2017 686

この空の上で、いつまでも君を待っている（メディアワークス文庫　こ6-1） このそ こがらし　輪音著 KADOKAWA 2018 B 913

世界のVIPが指名する執事の手帳・ノート術 せかい 新井　直之著 文響社 2017 2.7

老人の取扱説明書（SB新書　403） ろうじ 平松　類著 SBクリエイティブ2017 493.1

大人の語彙力を面白いように使いこなす本　「語源」を知ればもう迷わない！（青春新書PLAY　BOOKS　P-1104） おとな 話題の達人倶楽部編 青春出版社 2018 810.4

これはしない、あれはする　遠慮してはダメ。一度しかないあなたの人生なのだから。 これは 小林　照子著 サンマーク出版 2018 159

我が心の底の光 わがこ 貫井　徳郎著 双葉社 2015 913

あの夏、二人のルカ あのな 誉田　哲也著 KADOKAWA 2018 913

砂の家 すなの 堂場　瞬一著 KADOKAWA 2018 913

勝海舟の罠　氷川清話の呪縛、西郷会談の真実 かつか 水野　靖夫著 毎日ワンズ 2018 289.1

科学者が解く「老人」のウソ かがく 武田　邦彦著 産経新聞出版 2018 159

向こう側の、ヨーコ むこう 真梨　幸子著 光文社 2018 913

バッグをザックに持ち替えて ばっぐ 唯川　恵著 光文社 2018 915

やる気と能力を120％引き出す奇跡の指導法 やるき 藤重　佳久著 ポプラ社 2017 764.6

「手で書くこと」が知性を引き出す　心を整え、思考を解き放つ新習慣「ジャーナリング」入門 てでか 吉田　典生著 文響社 2017 498.3

今日から第二の患者さん　がん患者家族のお役立ちマニュアル（ビッグコミックススペシャル） きょう 青鹿　ユウ著 小学館 2017 726.1

車いす犬ラッキー　捨てられた命と生きる くるま 小林　照幸著 毎日新聞出版 2017 645.6



千年の田んぼ　国境の島に、古代の謎を追いかけて せんね 石井　里津子著 旬報社 2017 616.2

そこそこやるか、そこまでやるか　パナソニック専務から高校野球監督になった男のリーダー論 そこそ 鍛治舍　巧著 毎日新聞出版 2018 783.7

シルバー川柳　笑いあり、しみじみあり 宴たけなわ編 しるば みやぎシルバーネット編河出書房新社 2018 911

シルバー川柳入門　いちばんやさしい！楽しい！ しるば 水野　タケシ著 河出書房新社 2018 911

認知症鉄道事故裁判　閉じ込めなければ、罪ですか？ にんち 高井　隆一著 ブックマン社 2018 686.7

黙過 もくか 下村　敦史著 徳間書店 2018 913

ヘイ・ジュード（東京バンドワゴン　13） へいじゅ小路　幸也著 集英社 2018 913

人生はおもしろがった人の勝ち じんせ 萩本　欽一著 大和書房 2018 779.9

放課後ひとり同盟 ほうか 小嶋　陽太郎著 集英社 2018 913

なぜかお金を引き寄せる人の「掃除と片づけ」 なぜか PHP研究所編 PHP研究所 2018 148

家族シアター かぞく 辻村　深月著 講談社 2014 913

発達障害を生きる はった NHKスペシャル取材班著集英社 2018 493.7

帰り遅いけどこんなスープなら作れそう　1、2人分からすぐ作れる毎日レシピ かえり 有賀　薫著 文響社 2018 596

45歳の教科書　戦略的「モードチェンジ」のすすめ よんじゅう藤原　和博著 PHP研究所 2018 159

日本人のための声がよくなる「舌力」のつくり方　声のプロが教える正しい「舌の強化法」（ブルーバックス　B-2042） にほん 篠原　さなえ著 講談社 2018 809.4

カットバック　警視庁FC　2 かっと 今野　敏著 毎日新聞出版 2018 913

傍流の記者 ぼうりゅ本城　雅人著 新潮社 2018 913

みそ汁はおかずです みそし 瀬尾　幸子著 学研プラス 2017 596.2

昆虫学者はやめられない　裏山の奇人、徘徊の記 こんちゅ小松　貴著 新潮社 2018 486

Team383 てぃーむ中澤　日菜子著 新潮社 2018 913

さざなみのよる さざな 木皿　泉著 河出書房新社 2018 913

爽年（call　boy　3） そうねん石田　衣良著 集英社 2018 913

あの人との距離が意外と縮まるうまい呼び方 あのひ 五百田　達成著 サンマーク出版 2018 361.4

古本屋台 ふるほ Q．B．B．著 集英社 2018 726.1

自動的に夢がかなっていくブレイン・プログラミング じどう アラン・ピーズ著 サンマーク出版 2017 159

おまじない おまじ 西　加奈子著 筑摩書房 2018 913



日の出 ひので 佐川　光晴著 集英社 2018 913

浅田真央　また、この場所で　オフィシャルフォトエッセイ あさだ 浅田　真央著 集英社 2018 784.6

働き方完全無双 はたら ひろゆき著 大和書房 2018 159

知性は死なない　平成の鬱をこえて ちせい 與那覇　潤著 文藝春秋 2018 916

山熊田 やまくま亀山　亮著 夕書房 2018 748

オンナの奥義　無敵のオバサンになるための33の扉 おんな 阿川　佐和子著 文藝春秋 2018 914

あやかし草紙　三島屋変調百物語伍之続（三島屋変調百物語　5） あやかし宮部　みゆき著 KADOKAWA 2018 913

最強部活の作り方　名門26校探訪（Sports　Graphic　Number　Books） さいきょう日比野　恭三著 文藝春秋 2018 375.1

小萩のかんざし（いとま申して　3） こはぎ 北村　薫著 文藝春秋 2018 913

高学歴モンスター　一流大学卒の迷惑な人たち（小学館新書　194） こうが 片田　珠美著 小学館 2018 145.7

素敵なあの人の大人服　年を重ねて似合うもの60代からの大人の装い（e‐MOOK） Vol．1春夏 すてき 宝島社 2018 589.2

家事の得ワザ　一流のプロたちに学ぶ「家庭で使える得ワザ」大全集 かじの 得する人損する人編 マガジンハウス 2018 590

師走の扶持（京都鷹ケ峰御薬園日録　2） しわす 澤田　瞳子著 徳間書店 2015 913

二年半待て（徳間文庫　に11-7） にねん 新津　きよみ著 徳間書店 2017 B 913

学はあってもバカはバカ（WAC　BUNKO　B-275） がくは 川村　二郎著 ワック 2018 914

渡部昇一青春の読書　新装版　Origin　of　Shoichi　Watanabe わたなべ渡部　昇一著 ワック 2018 19

美空ひばり最後の真実 みそら 西川　昭幸著 さくら舎 2018 767.8

水田マリのわだかまり みずた 宮崎　誉子著 新潮社 2018 913

生きて死ぬ力 いきて 石上　智康著 中央公論新社 2018 188.7

万引き家族 まんび 是枝　裕和著 宝島社 2018 913

都市害虫百科　普及版 としが 松崎　沙和子著 朝倉書店 2012 498.6

未来 みらい 湊　かなえ著 双葉社 2018 913

７月

50歳からのお楽しみ生活 ごじゅ 中山　庸子著 海竜社 2018 590.4

「奨学金」を借りる前にゼッタイ読んでおく本　高校生の親から大学生、留学・大学院進学を考える学生まで しょうが 竹下　さくら著 青春出版社 2018 373.4

麦の滴（双葉文庫　ち-01-32） むぎの 千野　隆司著 双葉社 B 913



北前船始末　新装版（双葉文庫　つ-08-18） きたま 築山　桂著 双葉社 2018 B 913

鳩の血　警視庁公安0課カミカゼ（双葉文庫　や-30-03） はとの 矢月　秀作著 双葉社 2018 B 913

つながりの蔵 つなが 椰月　美智子著 KADOKAWA 2018 913

炎の来歴 ほのお 小手鞠　るい著 新潮社 2018 913

ののはな通信 ののは 三浦　しをん著 KADOKAWA 2018 913

遠き潮騒　長編時代小説書下ろし（祥伝社文庫　つ5-25） とおき 辻堂　魁著 祥伝社 2017 B 913

架け橋　長編時代小説書下ろし（祥伝社文庫　つ5-26） かけは 辻堂　魁著 祥伝社 2017 B 913

曉天の志　長編時代小説書下ろし（祥伝社文庫　つ5-28） ぎょうて 辻堂　魁著 祥伝社 2018 B 913

修羅の契り　長編時代小説書下ろし（祥伝社文庫　つ5-29） しゅら 辻堂　魁著 祥伝社 2018 B 913

強襲（徳間文庫　さ34-6） きょうしゅ 笹本　稜平著 徳間書店 2018 B 913

危険領域（所轄魂　4） きけん 笹本　稜平著 徳間書店 2017 913

失踪都市（徳間文庫　さ34-5） しっそう 笹本　稜平著 徳間書店 2017 B 913

強襲（所轄魂　3） きょうしゅ 笹本　稜平著 徳間書店 2015 913

辛くならない子育てのコツ　母親がカッとしちゃダメ！ つらく 坂東　眞理子著 秀和システム 2018 379.9

るるぶ沖縄ベスト（るるぶ情報版） ’19 るるぶ JTBパブリッシング2018 291.9

これだけ！ゴルフを楽しく始める本 これだ サンクチュアリゴルフ監修池田書店 2018 783.8

ハンドメイドのかんたん子ども服　90～120cm（レディブティックシリーズ　4610） 2018夏 はんど ブティック社 2018 593.3

大人も楽しい博物館に行こう　知的好奇心をくすぐる全国80スポット おとな 昭文社 2018 69

統計から読み解く47都道府県ランキング とうけ 久保　哲朗著 日東書院本社 2018 361.9

鳥取　大山・境港　三朝温泉・蒜山高原（まっぷるマガジン） ’19 とっと 昭文社 2018 291.7

ほぼ100均プチプラ花コーデ　今日からできる66の手作りアイデア ほぼひゃ 川守　由利子著 KADOKAWA 2018 793

ふたつの夏 ふたつ 谷川　俊太郎著 小学館 2018 913

敗れても敗れても　東大野球部「百年」の奮戦 やぶれ 門田　隆将著 中央公論新社 2018 783.7

お薬事典　オールカラー決定版！ 2019年版 おくす 郷　龍一執筆 ユーキャン学び出版2018 499.1

感情的になる前に知らないと恥ずかしい中国・韓国・北朝鮮Q＆A かんしょ 富坂　聰著 講談社 2018 319.1

るるぶ小笠原伊豆諸島（るるぶ情報版） 2018 るるぶ JTBパブリッシング2018 291.3



基礎から始めるスポーツクライミング　ボルダリング・リード・スピードを競技別に徹底解説！ きそか 東京都山岳連盟監修 日本文芸社 2018 786.1

おうちで作れるカフェの朝食　人気カフェの看板メニューレシピ集 おうち 山村　光春監修 世界文化社 2018 596

西郷どん（NHK大河ドラマ・ガイド） 後編 せごど NHK出版 2018 778.8

お年寄りのためのひとり分料理　ホームヘルパーさん必携 おとし 佐伯　知美監修 主婦の友社 2018 596

絶対に知らないとヤバイ！生前贈与の手続きの進め方　税理士・社労士が教える ぜった 柴崎　貴子著 彩図社 2018 345.5

かわいいかぎ針編み浴衣に合わせたい和雑貨　アクセサリー・帯飾り・バッグ・足袋ソックスetc…（Asahi　Original　837） かわい アップルミンツ 2018 594.3

定年後、うまくいく人いかない人　ざっくりと楽観的に生きよう ていね 保坂　隆著 朝日新聞出版 2018 159

ダイヤルMを廻せ！（論創海外ミステリ　211） だいや フレデリック・ノット著論創社 2018 932

May　Meの作って毎日着たい服 めいみ 伊藤　みちよ著 主婦と生活社 2018 593.3

芸は人なり、人生は笑いあり　歌丸ばなし　2 げいは 桂　歌丸著 ポプラ社 2018 913

「徹子の部屋」の花しごと てつこ 石橋　恵三子著 産業編集センター2018 699.6

女も好きなことをして死ねばいい　好きなことをして死んだという人生は恐ろしくもあり輝いてもいる おんなも 曽野　綾子著 青萠堂 2018 914

カラス学のすすめ からす 杉田　昭栄著 緑書房 2018 488.9

保育と絵本　新版　発達の道すじにそった絵本の選び方 ほいく 瀧　薫著 エイデル研究所 2018 376.1

「思い込み」を捨てれば、断然おしゃれに　つまずきをときめきに変える（主婦の友生活シリーズ） おもい 石田　純子監修 主婦の友社 2018 589.2

草・つる・枝でつくる編みかご100　身近な自然で編むかごとリース　素材の採集方法から編み方まで くさつ 佐々木　麗子著 誠文堂新光社 2018 754

追跡日米地位協定と基地公害　「太平洋のゴミ捨て場」と呼ばれて ついせ ジョン・ミッチェル著岩波書店 2018 319.8

るるぶ栃木　宇都宮　那須　日光（るるぶ情報版） ’19 るるぶ JTBパブリッシング2018 291.3

るるぶ富士山富士五湖御殿場富士宮（るるぶ情報版） 2018 るるぶ JTBパブリッシング2018 291.5

るるぶ名古屋（るるぶ情報版） ’19 るるぶ JTBパブリッシング2018 291.5

ママと赤ちゃんのぐっすり本　「夜泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決ガイド（講談社の実用BOOK） ままと 愛波　文著 講談社 2018 599.4

るるぶ香港マカオ（るるぶ情報版　A4） ’19 るるぶ JTBパブリッシング2018 292.2

るるぶウィーン・プラハ・ブダペスト　ザルツブルク　ザルツカンマーグート　チェスキー・クルムロフ　グラーツ（るるぶ情報版　B6） 2018 るるぶ JTBパブリッシング2018 293.4

ゼロから分かる！日本茶の楽しみ方 ぜろか ブレケル・オスカル著世界文化社 2018 596.7

子育てでカラダが限界なんですがどうすればいいですか？　育児の疲れスッキリBOOK こそだ 斎藤　充博著 青月社 2018 599

るるぶホノルル（るるぶ情報版　D2） ’19 るるぶ JTBパブリッシング2E+07 297.6



天の川が消える日 あまの 谷口　義明著 日本評論社 2018 443.6

必ず成功する激ウケ！マジック　本格トリック完全マスター（コツがわかる本） かなら Billy監修 メイツ出版 2018 779.3

異郷のぞみし　書き下ろし長編時代小説（双葉文庫　さ-19-63） いきょう 佐伯　泰英著 双葉社 2018 B 913

愛と勇気を、分けてくれないか あいとゆ 清水　浩司著 小学館 2018 913

がいなもん　松浦武四郎一代 あいな 河治　和香著 小学館 2018 913

消された信仰　「最後のかくれキリシタン」-長崎・生月島の人々 けされ 広野　真嗣著 小学館 2018 198.2

江戸城と大奥　サライの江戸（サライ・ムック） えどじょ 小学館 2018 210.5

雪ぐ人　えん罪弁護士今村核 すすぐ 佐々木　健一著 NHK出版 2018 327.6

はじめてのスマホ困った！解決ブック（生活実用シリーズ） はじめ 池澤　あやか監修 NHK出版 2018 694.6

有名すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む。（torch　comics） ゆうめ ドリヤス工場著 リイド社 2015 726.1

火のないところに煙は ひのな 芦沢　央著 新潮社 2018 913

ねじまき片想い　おもちゃプランナー・宝子の冒険 ねじま 柚木　麻子著 東京創元社 2014 913

星夜航行 上巻 せいや 飯嶋　和一著 新潮社 2018 913

星夜航行 下巻 せいや 飯嶋　和一著 新潮社 2018 913

魂の秘境から たまし 石牟礼　道子著 朝日新聞出版 2018 914

記憶力日本一を5度獲った私の奇跡のメモ術 きおく 池田　義博著 幻冬舎 2018 2.7

女性こそ危ない！女性の脂肪肝がみるみる改善する方法 じょせ 栗原　毅著 PHP研究所 2018 493.4

勝利のルーティーン　常勝軍団を作る、「習慣化」のチームマネジメント しょうり 西野　朗著 幻冬舎 2014 783.4

下町ロケット　ゴースト 3 したま 池井戸　潤著 小学館 2018 913

慶應本科と折口信夫（いとま申して　2） けいお 北村　薫著 文藝春秋 2014 913

うかれ女島 うかれ 花房　観音著 新潮社 2018 913

火影に咲く ほかげ 木内　昇著 集英社 2018 913

燃える波 もえる 村山　由佳著 中央公論新社 2018 913

なぜあの人のシャツはパリッとしているのか　くらしの疑問を専門家に聞きました なぜあ 読売新聞生活部著 中央公論新社 2018 592

日本の美徳（中公新書ラクレ　624） にほんの 瀬戸内　寂聴著 中央公論新社 2018 914

極夜の警官（小学館文庫　ヨ1-2） ごくや ラグナル・ヨナソン著小学館 2018 B 949



ガラパゴス（小学館文庫　あ16-6） 上 がらぱ 相場　英雄著 小学館 2018 B 913

ガラパゴス（小学館文庫　あ16-7） 下 がらぱ 相場　英雄著 小学館 2018 B 913

マタギ（ヤマケイ文庫） またぎ 矢口　高雄著 山と溪谷社 2017 B 726.1

爪王／北へ帰る　野性伝説（ヤマケイ文庫） つめお 戸川　幸夫作 山と溪谷社 2018 B 726.1

羆風／飴色角と三本指　野性伝説（ヤマケイ文庫） くまか 戸川　幸夫作 山と溪谷社 2018 B 726.1

ディス・イズ・ザ・デイ でぃず 津村　記久子著 朝日新聞出版 2018 913

婚活食堂 こんか 山口　恵以子著 PHP研究所 2018 913

女王ロアーナ、神秘の炎 上 じょお ウンベルト・エーコ著岩波書店 2018 973

女王ロアーナ、神秘の炎 下 じょお ウンベルト・エーコ著岩波書店 2018 973

警官の掟（新潮文庫　さ-24-18） けいか 佐々木　譲著 新潮社 2018 B 913

だから、生きる。 だから つんく♂著 新潮社 2015 767.8

鴨川食堂はんなり（小学館文庫　か38-5） かもが 柏井　壽著 小学館 2018 B 913

やってはいけない老後対策（小学館新書　319） やって 大村　大次郎著 小学館 2018 591

汝（きみ）よさらば　長編時代小説（祥伝社文庫　か8-15） 1 きみよ 門田　泰明著 祥伝社 2018 B 913

大谷翔平　野球翔年　日本編2013-2018（Sports　Graphic　Number　Books） 1 おおたに 石田　雄太著 文藝春秋 2018 783.7

真夜中乙女戦争 まよな F著 KADOKAWA 2018 913

何をやっても、だいじょうぶ なにを 山田　宗正著 飛鳥新社 2018 188.8

中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる　なぜ？を解決！ ちゅうが 小杉　拓也著 ベレ出版 2018 410

火星に住むつもりかい？ かせい 伊坂　幸太郎著 光文社 2015 913

モリのいる場所（朝日文庫　こ26-4） もりの 沖田　修一脚本 朝日新聞出版 2018 B 913

あそぼ！シャンシャン あそぼ 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 2018 489.5

10年後の仕事図鑑　新たに始まる世界で、君はどう生きるか じゅうね 堀江　貴文著 SBクリエイティブ2018 304

生きるとか死ぬとか父親とか いきる ジェーン・スー著 新潮社 2018 914

花殺し月の殺人　インディアン連続怪死事件とFBIの誕生 はなご デイヴィッド・グラン著早川書房 2018 253.6

ルポ児童相談所（朝日新書　667） るぽじ 大久保　真紀著 朝日新聞出版 2018 369.4

トレバー・ノア　生まれたことが犯罪！？ とれば トレバー・ノア著 英治出版 2018 779.9



草薙の剣 くさな 橋本　治著 新潮社 2018 913

ウィステリアと三人の女たち うぃす 川上　未映子著 新潮社 2018 913

六月の雪 ろくが 乃南　アサ著 文藝春秋 2018 913

８月

ファーストラヴ ふぁー 島本　理生著 文藝春秋 2018 913

わたし、定時で帰ります。 わたし 朱野　帰子著 新潮社 2018 913

宛字百景　漢字と日本語の結び目をときほぐす あてじ 杉本　つとむ著 八坂書房 2018 811.2

栃木　宇都宮・日光・那須（まっぷるマガジン） ’19 とちぎ 昭文社 2018 291.3

簡単！住まいのDIYマニュアル　窓・間仕切り、ブラインドやロールスクリーンなどを自分で付ける かんた スタジオタッククリエイティブ2018 592.7

届け出だけでもらえるお金　大図解 とどけ 井戸　美枝著 プレジデント社 2018 364

テントウムシハンドブック てんと 阪本　優介著 文一総合出版 2018 486.6

定年ごはん ていね 山田　玲子著 大和書房 2018 596

季節のおりがみ花飾り　折って切って簡単カワイイ〓 きせつ いまい　みさ著 講談社 2018 754.9

着物から　手ぬいでつくるシンプルラインの服・小物 きもの 高橋　恵美子著 主婦と生活社 2018 593.3

病気・害虫の出方と農薬選び　新版　仕組みを知って上手に防除 びょうき 米山　伸吾著 農山漁村文化協会2018 615.8

鳥瞰図！ ちょうか 本渡　章著 140B 2018 291

誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書 だれも 清泉　亮著 東洋経済新報社 2018 611.9

5分で結べる！簡単らくらく半幅帯のお洒落 ごふん 石田　節子監修 世界文化社 2018 593.8

カンタン！かぎ針編み刺しゅう糸で編むミニチュア水族館77（Asahi　Original　846） かんたん アップルミンツ 2018 594.3

ニュース池上塾　もっと深く知りたい！ にゅー 池上　彰著 祥伝社 2018 304

消しゴムはんこの教科書（レディブティックシリーズ　4622） けしご 田口　奈津子著 ブティック社 2018 736

はぎれがかわいいちょっと気になるポーチ50＋ はぎれ グラフィック社編集部編グラフィック社 2018 594.7

ワンランク上の「接客交渉術」　ゴネるお客さまも納得する わんら 宮田　寿志著 ぱる出版 2018 673.3

泥濘（シリーズ疫病神） でいね 黒川　博行著 文藝春秋 2018 913

いろいろあった人へ　大人の流儀Best　Selection いろいろ 伊集院　静著 講談社 2018 914

楽しむ！極める！キャンプ完全ガイド　道具選びから火のおこし方まで たのし 木村　東吉監修 西東社 2018 786.3



ようこそ、読書のアニマシオンへ　子どもと本をつなぐ46のレシピ ようこ 種村　エイ子編著 南方新社 2018 19.2

小児科医ママの子どもの病気とホームケアBOOK　いつものケアから不調なときの対処法まで！ しょうに 森戸　やすみ著 内外出版社 2018 598.3

大腿骨を折らない体づくり　寝たきり介護生活になるか、いきいき老後を過ごすか、選ぶのはあなた！ だいた 久野　譜也監修 主婦の友社 2018 493.1

夏の甲子園100回故郷のヒーロー　完全保存版 なつの 週刊朝日編集部編 朝日新聞出版 2018 783.7

一生歩ける体になる黒田式ケア・ウォーキング　体の痛み・悩みをスッキリ解消　姿勢・動作改善プログラム いっしょ 黒田　恵美子著 合同出版 2018 498.3

君の話 きみの 三秋　縋著 早川書房 2018 913

未来職安 みらい 柞刈　湯葉著 双葉社 2018 913

送り火 おくり 高橋　弘希著 文藝春秋 2018 913

るるぶ石川　能登　輪島　金沢　加賀温泉郷（るるぶ情報版） ’19 るるぶ JTBパブリッシング2018 291.4

池上彰の「天皇とは何ですか？」 いけが 池上　彰著 PHP研究所 2018 288.4

るるぶ松江出雲石見銀山（るるぶ情報版） ’19 るるぶ JTBパブリッシング2018 291.7

地に滾る ちに あさの　あつこ著 祥伝社 2018 913

彼女は頭が悪いから かのじょ 姫野　カオルコ著 文藝春秋 2018 913

遺伝するがん・しないがん　がんと遺伝の疑問に答える いでん 仲田　洋美著 法研 2018 495.4

鏡の背面 かがみ 篠田　節子著 集英社 2018 913

やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし　訪日客をもてなすための伝わりやすい言葉のルール やさし 藤田　玲子著 研究社 2018 837.8

跡を消す　特殊清掃専門会社デッドモーニング あと 前川　ほまれ著 ポプラ社 2018 913

秘録島原の乱 ひろく 加藤　廣著 新潮社 2018 913

死にたい、ですか しにたい 村上　しいこ著 小学館 2018 913

ほんとうはこわい植物図鑑 ほんと 小林　正明監修 大泉書店 2018 470.4

悪玉伝 あくだ 朝井　まかて著 KADOKAWA 2018 913

だから私は、明日のきみを描く だから 汐見　夏衛著 スターツ出版 2018 913

コンパニオンプランツの野菜づくり　決定版 こんぱ 木嶋　利男著 家の光協会 2018 626.9

マンガと絵でわかる！おいしい野菜づくり入門 まんが 加藤　義松監修 西東社 2017 626.9

おいしい野菜づくり　タネのとり方もわかる！ おいし 北条　雅章監修 池田書店 2017 626.9

農薬に頼らない病虫害対策　おいしい野菜をつくる防除と対処法（GAKKEN　MOOK） のうや 木嶋　利男監修 学研プラス 2018 626.1



あの夏　君が輝いた甲子園 下 あのな 朝日新聞スポーツ部編朝日新聞出版 2018 783.7

あの夏　甲子園の魔物と神様 上 あのな 朝日新聞スポーツ部編朝日新聞出版 2018 783.7

プロが教えるはじめての野菜づくり ぷろが 井上　昌夫監修 西東社 2018 626.9

高田明と読む世阿弥　昨日の自分を超えていく たかだ 高田　明著 日経BP社 2018 159

佐々木正美の子育て百科　入園・入学前に親がしておきたいこと ささき 佐々木　正美著 大和書房 2018 379.9

着心地のよい、暮らしの服（Heart　Warming　Life　Series） きごこ 美濃羽　まゆみ著 日本ヴォーグ社 2018 593.3

フジコ・ヘミング14歳の夏休み絵日記 ふじこ フジコ・ヘミング著 暮しの手帖社 2018 762.3

牡丹ずし（ハルキ文庫　わ1-46） ぼたん 和田　はつ子著 角川春樹事務所 2018 B 913

南蛮菓子（ハルキ文庫　わ1-44） なんば 和田　はつ子著 角川春樹事務所 2017 B 913

名もなき王国 なもな 倉数　茂著 ポプラ社 2018 913

一億円のさようなら いちお 白石　一文著 徳間書店 2018 913

大人は泣かないと思っていた おとな 寺地　はるな著 集英社 2018 913

ギケイキ　千年の流転（河出文庫　ま17-3） ぎけい 町田　康著 河出書房新社 2018 B 913

ギケイキ　奈落への飛翔 2 ぎけい 町田　康著 河出書房新社 2018 913

青が破れる あおが 町屋　良平著 河出書房新社 2016 913

しき しき 町屋　良平著 河出書房新社 2018 913

歪んだ波紋 ゆがん 塩田　武士著 講談社 2018 913

風に恋う かぜに 額賀　澪著 文藝春秋 2018 913

朝、目覚めると、戦争が始まっていました あさめ 方丈社編集部編 方丈社 2018 916

ペインレス 上 ぺいん 天童　荒太著 新潮社 2018 913

ペインレス 下 ぺいん 天童　荒太著 新潮社 2018 913

「おっさんずラブ」公式ブック　土曜ナイトドラマ おっさ テレビ朝日監修 文藝春秋 2018 778.8

100万分の1の奇跡（文芸社文庫　か4-2） ひゃくま 川村　隆一朗著 文芸社 2018 B 913

過ぎ去りし王国の城（角川文庫　み28-9） すぎさ 宮部　みゆき著 KADOKAWA 2018 B 913

人魚の眠る家 にんぎょ 東野　圭吾著 幻冬舎 2015 913

騒動（講談社文庫　う57-28） そうど 上田　秀人著 講談社 2018 B 913



大坂堂島米市場　江戸幕府vs市場経済（講談社現代新書　2487） おおさか 高槻　泰郎著 講談社 2018 676.4

あのとき僕が泣いたのは、悲しかったからじゃない あのと 瀧森　古都著 誠文堂新光社 2018 913

文豪の凄い語彙力 ぶんご 山口　謠司著 さくら舎 2018 814

100年人生の生き方死に方　百寿者からの伝言 ひゃくね 久恒　啓一著 さくら舎 2018 281

月商6億円日本No．1営業マンの「最速」仕事術 げっしょ 天田　浩平著 祥伝社 2018 673.3

1分で話せ　世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 いっぷ 伊藤　羊一著 SBクリエイティブ2018 336.4

好きな人を忘れる方法があるなら教えてくれよ（＠night） すきな ニャン著 KADOKAWA 2018 152.1

祈りのカルテ いのり 知念　実希人著 KADOKAWA 2018 913

また、同じ夢を見ていた またお 住野　よる著 双葉社 2016 913

任侠浴場 にんきょ 今野　敏著 中央公論新社 2018 913

面倒くさがり屋の僕が3ケ月で英語を話せるようになった唯一無二の方法 めんど 須藤　元気著 幻冬舎 2018 830.7

図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本　思わずだれかに話したくなる ずかい 左巻　健男編著 明日香出版社 2017 404

本性 ほんしょ 伊岡　瞬著 KADOKAWA 2018 913

不在 ふざい 彩瀬　まる著 KADOKAWA 2018 913

島のエアライン 下 しまの 黒木　亮著 毎日新聞出版 2018 913

島のエアライン 上 しまの 黒木　亮著 毎日新聞出版 2018 913

ライトマイファイア らいと 伊東　潤著 毎日新聞出版 2018 913

くらまし屋稼業（ハルキ文庫　い24-1） くらま 今村　翔吾著 角川春樹事務所 2018 B 913

春はまだか　くらまし屋稼業　2（ハルキ文庫　い24-2） はるは 今村　翔吾著 角川春樹事務所 2018 B 913

医師が発見した認知症バイバイ体操 いしが 浜崎　清利著 東邦出版 2018 493.7

65歳何もしない勇気 ろくじゅ 樋口　裕一著 幻冬舎 2018 159

オオカミと野生のイヌ おおか 近藤　雄生本文 エクスナレッジ 2018 489.5

サイレント・ブレス　看取りのカルテ（幻冬舎文庫　み-34-1） さいれん 南　杏子著 幻冬舎 2018 B 913

樂天道 らくて 佐藤　愛子著 海竜社 2018 914

むすびつき（「しゃばけ」シリーズ　17） むすび 畠中　恵著 新潮社 2018 913

まずは、あなたのコップを満たしましょう まずは 玉置　妙憂著 飛鳥新社 2018 188.5



きらいになれない害虫図鑑 きらい 有吉　立著 幻冬舎 2018 486.1

昆虫戯画びっくり雑学事典　えっ！とおどろき、クスッと笑える こんちゅ 丸山　宗利文 大泉書店 2018 486

君の思い出が消えたとしても（宝島社文庫　Cさ-8-2） きみの 才羽　楽著 宝島社 2018 B 913

十三階の神（メシア） じゅうさ 吉川　英梨著 双葉社 2018 913

絵金、闇を塗る えきん 木下　昌輝著 集英社 2018 913

今すぐ使えるかんたんOffice　2016　Word　＆　Excel　＆　PowerPoint　＆　Outlook（Imasugu　Tsukaeru　Kantan　Series） います 技術評論社編集部著 技術評論社 2017 7.6

1時間でわかるパワーポイント　「伝わる」プレゼンの要点（スピードマスター） いちじ 野々山　美紀著 技術評論社 2017 7.6

今すぐ使えるかんたんWord　＆　Excel　＆　PowerPoint　Office　2016対応版（Imasugu　Tsukaeru　Kantan　Series） います 技術評論社編集部著 技術評論社 2016 7.6

とっておきの野菜づくり　有機＆自然栽培だとこんなにおいしい！ とって 関野　幸生監修 成美堂出版 2017 626.9

残念な相続（日経プレミアシリーズ　379） ざんね 内藤　克著 日本経済新聞出版社2018 324.7

できる人は必ず持っている一流の気くばり力 できる 安田　正著 三笠書房 2018 336.4

大富豪からの手紙 だいふ 本田　健著 ダイヤモンド社 2018 159

信長はなぜ葬られたのか　世界史の中の本能寺の変（幻冬舎新書　あ-16-1） のぶな 安部　龍太郎著 幻冬舎 2018 210.4

９月

ゆる妖怪カタログ ゆるよ 妖怪文化研究会著 河出書房新社 2015 388.1

夏空白花 なつぞ 須賀　しのぶ著 ポプラ社 2018 913

マンガでやさしくわかるモンテッソーリ教育 まんが 田中　昌子著 日本能率協会マネジメントセンター2018 376.1

白頭の人　大谷刑部吉継の生涯（中公文庫　と26-38） はくと 富樫　倫太郎著 中央公論新社 2018 913

何が起きたのか？ なにが ヒラリー・ロダム・クリントン著光文社 2018 312.5

すぐ死ぬんだから すぐ 内館　牧子著 講談社 2018 913

今夜はひとりぼっちかい？　日本文学盛衰史　戦後文学篇 こんや 高橋　源一郎著 講談社 2018 913

凍てつく太陽 いてつ 葉真中　顕著 幻冬舎 2018 913

きのうの影踏み（幽BOOKS） きのう 辻村　深月著 KADOKAWA 2015 913

定年オヤジ改造計画 ていね 垣谷　美雨著 祥伝社 2018 913

青少年のための小説入門 せいしょ 久保寺　健彦著 集英社 2018 913

主婦力ゼロからのやってみた家事 しゅふ マルサイ著 大和書房 2018 590



母のあしおと ははの 神田　茜著 集英社 2018 913

看る力　アガワ流介護入門（文春新書　1172） みるち 阿川　佐和子著 文藝春秋 2018 369.2

ユートピア（集英社文庫　み50-2） ゆーと 湊　かなえ著 集英社 2018 913

50歳すぎたら、「まあ、いいか」「それがどうした」「人それぞれ」でいこう ごじゅ 弘兼　憲史著 幻冬舎 2018 159

かみさまは小学5年生 かみさ すみれ著 サンマーク出版 2018 147

五日市憲法（岩波新書　新赤版　1716） いつか 新井　勝紘著 岩波書店 2018 213.6

人間にとって病いとは何か（幻冬舎新書　そ-2-4） にんげ 曽野　綾子著 幻冬舎 2018 914

走り続ける力 はしり 山中　伸弥著 毎日新聞出版 2018 289.1

半分、青い。　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part2 はんぶ 北川　悦吏子作 NHK出版 2018 778.8

詳説天皇の退位　平成の終焉 しょうせ 飯田　泰士著 昭和堂 2018 323.1

政宗の遺言 まさむ 岩井　三四二著 エイチアンドアイ2018 913

破蕾 はらい 冲方　丁著 講談社 2018 913

襲来 上 しゅうら 帚木　蓬生著 講談社 2018 913

襲来 下 しゅうら 帚木　蓬生著 講談社 2018 913

呼吸器の子 こきゅう 松永　正訓著 現代書館 2017 493.9

マキ流やめていい家事（TJ　MOOK） まきりゅ マキ著 宝島社 2018 590

愛なき世界 あいな 三浦　しをん著 中央公論新社 2018 913

トコトンやさしいユニバーサルデザインの本　第2版（B＆Tブックス） とこと 宮入　賢一郎著 日刊工業新聞社 2014 501.8

10月

タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 分類

一発屋芸人列伝 いっぱ 山田ルイ53世著 新潮社 2018 779.1

老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 おいた 榎本　睦郎著 永岡書店 2018 493.1

検査結果なんでも早わかり事典　最新版　健診・人間ドックから精密検査の結果まで（実用No．1） けんさ 小橋　隆一郎著 主婦の友社 2018 492.1

“ふがいない自分”と生きる　渡辺和子　NHK「こころの時代」 ふがい 渡辺　和子述 金の星社 2018 198.2

るるぶ北陸金沢　富山　福井（るるぶ情報版） ’19 るるぶ JTBパブリッシング2018 291.4

罪の余白（角川文庫　あ66-1） つみの 芦沢　央著 KADOKAWA 2015 B 913



日傘を差す女 ひがさ 伊集院　静著 文藝春秋 2018 913

信長の原理 のぶな 垣根　涼介著 KADOKAWA 2018 913

昭和の怪物七つの謎（講談社現代新書　2484） しょうわ保阪　正康著 講談社 2018 281

飛ぶ孔雀 とぶく 山尾　悠子著 文藝春秋 2018 913

神に守られた島 かみに 中脇　初枝著 講談社 2018 913

清原和博告白 きよは 清原　和博著 文藝春秋 2018 783.7

時限感染　殺戮のマトリョーシカ じげん 岩木　一麻著 宝島社 2018 913

最初の悪い男（CREST　BOOKS） さいしょミランダ・ジュライ著新潮社 2018 933

ヌヌ完璧なベビーシッター（集英社文庫　ス12-1） ぬぬか レイラ・スリマニ著 集英社 2018 B 953

TAS特別師弟捜査員 てぃー 中山　七里著 集英社 2018 913

鳥居の密室　世界にただひとりのサンタクロース とりい 島田　荘司著 新潮社 2018 913

リアルサイズ古生物図鑑　古生物のサイズが実感できる！ 古生代編 りある 土屋　健著 技術評論社 2018 457

破滅の王 はめつ 上田　早夕里著 双葉社 2017 913

ブルックリンの少女（集英社文庫　ミ5-1） ぶるっくギヨーム・ミュッソ著集英社 2018 B 953

銀河食堂の夜 ぎんが さだ　まさし著 幻冬舎 2018 913

小説の神様　あなたを読む物語（講談社タイガ　アF-02） 上 しょうせ２相沢　沙呼著 講談社 2018 B 913

小説の神様　あなたを読む物語（講談社タイガ　アF-03） 下 しょうせ３相沢　沙呼著 講談社 2018 B 913

漂砂の塔 ひょうさ大沢　在昌著 集英社 2018 913

童の神 わらべ 今村　翔吾著 角川春樹事務所 2018 913

うらさだ うらさ さだまさしとゆかいな仲間たち著小学館 2018 767.8

ルーム・オブ・ワンダー るーむ ジュリアン・サンドレル著NHK出版 2018 953

京の縁結び　縁見屋と運命の子（宝島社文庫　Cみ-6-3） きょうの三好　昌子著 宝島社 2018 B 913

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう　ドローン江戸を翔ぶ（宝島社文庫　Cや-6-5） 5 おおえ 山本　巧次著 宝島社 2018 B 913

スマホを落としただけなのに（宝島社文庫　Cし-7-1） すまほ 志駕　晃著 宝島社 2017 B 913

ある男 あるお 平野　啓一郎著 文藝春秋 2018 913

ひとつむぎの手 ひとつ 知念　実希人著 新潮社 2018 913



大名絵師写楽 だいみょ野口　卓著 新潮社 2018 913

地球星人 ちきゅ 村田　沙耶香著 新潮社 2018 913

健康長寿の医者が教える最強の長生き（ロング新書） けんこ 松原　英多著 ロングセラーズ 2018 498.3

日本史上最高の英雄（ヒーロー）大久保利通 にほん 倉山　満著 徳間書店 2018 289.1

その先の道に消える そのさ 中村　文則著 朝日新聞出版 2018 913

到達不能極 とうて 斉藤　詠一著 講談社 2018 913

影ぞ恋しき かげぞ 葉室　麟著 文藝春秋 2018 913

任務の終わり 上 にんむ スティーヴン・キング著文藝春秋 2018 933

任務の終わり 下 にんむ スティーヴン・キング著文藝春秋 2018 933

キングダム（幻冬舎文庫　し-19-2） きんぐ 新野　剛志著 幻冬舎 2018 B 913

幽霊たち ゆうれ 西澤　保彦著 幻冬舎 2018 913

死神刑事（デカ） しにが 大倉　崇裕著 幻冬舎 2018 913

玉瀬家、休業中。 たませ まさき　としか著 講談社 2018 913

糖質制限もやしレシピ とうし 名水美人ファクトリー著幻冬舎 2018 596.3

普段着のメンズニット　M・L・LLサイズで編める（Let’s　knit　series） ふだん 日本ヴォーグ社 2018 594.3

死ぬこと以外かすり傷 しぬこ 箕輪　厚介著 マガジンハウス 2018 159

絵本をつくりたい人へ　改訂増補版 えほん 土井　章史著 玄光社 2018 726.5

バー極楽 ばーご 遠藤　彩見著 KADOKAWA 2018 913

これからの「葬儀」の話をしよう これか 瀧野　隆浩著 毎日新聞出版 2018 385.6

かならず作れる美しいユニット折り紙　全作品に組み方のポイント解説つき かなら つがわ　みお著 日本文芸社 2018 754.9

地域を変える認知症カフェ企画・運営マニュアル　おさえておきたい原則と継続のポイント ちいき 矢吹　知之編著 中央法規出版 2018 493.7

大人の道徳（扶桑社新書　280） おとな 齋藤　孝著 育鵬社 2018 154

みずうみの妻たち（角川文庫　は4-36） 上 みずう 林　真理子著 KADOKAWA 2018 B 913

みずうみの妻たち（角川文庫　は4-37） 下 みずう 林　真理子著 KADOKAWA 2018 B 913

悪いものが、来ませんように（角川文庫　あ66-2） わるい 芦沢　央著 KADOKAWA 2016 B 913

人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている じんせ ふろむだ著 ダイヤモンド社 2018 361.4



おかげさまで、注文の多い笹餅屋です　笹採りも製粉もこしあんも。年5万個をひとりで作る90歳の人生 おかげ 桑田　ミサオ著 小学館 2018 289.1

自衛隊の弱点　9条を変えても、この国は守れない じえい 飯柴　智亮著 集英社インターナショナル2018 392.1

沈黙のパレード（ガリレオ　9） ちんも 東野　圭吾著 文藝春秋 2018 913

国境の雪 こっきょ柴田　哲孝著 角川書店 2013 913

母の教え　10年後の『悩む力』（集英社新書　0953） ははの 姜　尚中著 集英社 2018 914

自分が高齢になるということ（WIDE　SHINSHO　240） じぶん 和田　秀樹著 新講社 2018 493.7

弘兼流ぼくのピンピンコロリ（WIDE　SHINSHO　242） ひろか 弘兼　憲史著 新講社 2018 159

最終標的（所轄魂　5） さいしゅ笹本　稜平著 徳間書店 2018 913

沖縄は孤立していない　世界から沖縄への声、声、声。 おきな 乗松　聡子編著 金曜日 2018 312.1

ニホンオオカミの最後　狼酒・狼狩り・狼祭りの発見 にほん 遠藤　公男著 山と溪谷社 2018 382.1

奇跡の本屋をつくりたい　くすみ書房のオヤジが残したもの きせき 久住　邦晴著 ミシマ社 2018 24

下町ロケット　ヤタガラス 4 したま 池井戸　潤著 小学館 2018 913

絵本は心のへその緒　赤ちゃんに語りかけるということ えほん 松居　直著 ブックスタート 2018 19.5

ことことこーこ ことこ 阿川　佐和子著 KADOKAWA 2018 913

市場をゆく　さようなら築地市場祝豊洲新市場開場！！（イカロスMOOK） いちば イカロス出版 2018 675.5

にっぽん全国たのしい船旅　フェリー・旅客船の津々浦々紀行　南のさんふらわあ　さつま・きりしま（イカロスMOOK） 2018-2019 にっぽ イカロス出版 2018 291

剣客旗本春秋譚　武士にあらず（実業之日本社文庫　と2-14） 2 けんきゃ鳥羽　亮著 実業之日本社 2018 B 913

「苦しい親子関係」から抜け出す方法 くるし 石原　加受子著 あさ出版 2018 367.3

11月

タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 分類

紛争地の看護師 ふんそ 白川　優子著 小学館 2018 329.3

チキンラーメンの女房　実録安藤仁子 ちきん 安藤百福発明記念館編中央公論新社 2018 289.1

日本文学全集　源氏物語　中 5 にほん 池澤　夏樹個人編集 河出書房新社 2018 918

晴れたらいいね（光文社文庫　ふ23-4） はれた 藤岡　陽子著 光文社 2017 B 913

トライアウト（光文社文庫　ふ23-2） とらい 藤岡　陽子著 光文社 2015 B 913

不道徳お母さん講座　私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動するのか ふどう 堀越　英美著 河出書房新社 2018 150.2



野の春（流転の海　第9部） ののは 宮本　輝著 新潮社 2018 913

家族のためのユマニチュード　“その人らしさ”を取り戻す、優しい認知症ケア かぞく イヴ・ジネスト著 誠文堂新光社 2018 369.2

探偵は教室にいない たんて 川澄　浩平著 東京創元社 2018 913

だから私はメイクする　悪友たちの美意識調査 だから 劇団雌猫著 柏書房 2018 595

結局、人生はアウトプットで決まる　自分の価値を最大化する武器としての勉強術 けっきょ中島　聡著 実務教育出版 2018 2.7

嘘ですけど、なにか？（講談社文庫　き52-10） うそで 木内　一裕著 講談社 2018 B 913

異類婚姻譚 いるい 本谷　有希子著 講談社 2016 913

もののけ裁き（ハルキ文庫　わ1-47） ものの 和田　はつ子著 角川春樹事務所 2018 B 913

犬猿県　絶対に負けられない県が、隣にいる！（ワニブックス｜PLUS｜新書　240） けんえん矢野　新一著 ワニブックス 2018 361.4

ハラスメントゲーム はらす 井上　由美子著 河出書房新社 2018 913

死に山　世界一不気味な遭難事故《ディアトロフ峠事件》の真相 しにや ドニー・アイカー著 河出書房新社 2018 786.1

大相撲の不思議（潮新書　018） おおず 内館　牧子著 潮出版社 2018 788.1

街場の読書論（潮新書　017） まちば 内田　樹著 潮出版社 2018 19

ウツボカズラの甘い息（幻冬舎文庫　ゆ-6-1） うつぼ 柚月　裕子著 幻冬舎 2018 B 913

ベルリンは晴れているか べるり 深緑　野分著 筑摩書房 2018 913

心に折り合いをつけてうまいことやる習慣 こころ 中村　恒子著 すばる舎 2018 159

悪魔と呼ばれた男 あくま 神永　学著 講談社 2018 913

冷血（新潮文庫　た-53-17） 下 れいけ１７高村　薫著 新潮社 2018 B 913

冷血（新潮文庫　た-53-16） 上 れいけ１６高村　薫著 新潮社 2018 B 913

なぜ倒産　23社の破綻に学ぶ失敗の法則 なぜと 帝国データバンク協力日経BP社 2018 335.2

90歳を生きること　生涯現役の人生学 きゅうじ童門　冬二著 東洋経済新報社 2018 914

フーガはユーガ　TWINS　TELEPORT　TALE ふーが 伊坂　幸太郎著 実業之日本社 2018 913

極夜行 きょくや角幡　唯介著 文藝春秋 2018 297.8

大人の流儀　誰かを幸せにするために 8 おとな 伊集院　静著 講談社 2018 914

四人組がいた。 よにん 高村　薫著 文藝春秋 2014 913

ナナメの夕暮れ ななめ 若林　正恭著 文藝春秋 2018 779.1



すてきな司書の図書館めぐり　しゃっぴいツアーのたまてばこ すてき 高野　一枝編著 郵研社 2018 10.2

リタイアライフが10倍楽しくなる定年デジタル（ワニブックス｜PLUS｜新書　238） りたい 吉越　浩一郎著 ワニ・プラス 2018 694.6

ジーヴズの事件簿（文春文庫　ウ22-2） 大胆不敵の巻 しーぶ２P．G．ウッドハウス著文藝春秋 2011 B 933

ジーヴズの事件簿（文春文庫　ウ22-1） 才智縦横の巻 しーぶ１P．G．ウッドハウス著文藝春秋 2011 B 933

定年まで待つな！　一生稼げる逆転のキャリア戦略（PHPビジネス新書　399） ていね 成毛　眞著 PHP研究所 2018 159

はんぷくするもの はんぷ 日上　秀之著 河出書房新社 2018 913

学びを結果に変えるアウトプット大全 まなび 樺沢　紫苑著 サンクチュアリ出版2018 2.7

「死」とは何か　イェール大学で23年連続の人気講義 しとは シェリー・ケーガン著文響社 2018 114.2

論破力（朝日新書　689） ろんぱ ひろゆき著 朝日新聞出版 2018 809.6

草々不一 そうそう朝井　まかて著 講談社 2018 913

雑賀のいくさ姫 さいが 天野　純希著 講談社 2018 913

すいません、ほぼ日の経営。 すいま 糸井　重里語り手 日経BP社 2018 7.3

カササギ殺人事件（創元推理文庫　Mホ15-1） 上 かささ１アンソニー・ホロヴィッツ著東京創元社 2018 B 933

カササギ殺人事件（創元推理文庫　Mホ15-2） 下 かささ２アンソニー・ホロヴィッツ著東京創元社 2018 B 933

12月

タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 分類

蒼い空へ　夫・西城秀樹との18年 あおい 木本　美紀著 小学館 2018 767.8

「アタマのやわらかさ」の原理。　クリエイティブな人たちは実は編集している あたま 松永　光弘著 インプレス 2018 141.5

あなたの人生、片づけます（双葉文庫　か-36-06） あなた 垣谷　美雨著 双葉社 2016 B 913

雨上がり月霞む夜 あめあが 西條　奈加著 中央公論新社 2018 913

一生働きたい職場の+A511:B513つくり方　もう、転職はさせない！ いっしょ 前川　孝雄著 実業之日本社 2018 336.4

犬も食わない いぬも 尾崎　世界観著 新潮社 5018 913

オープン・シティ（CREST　BOOKS） おーぷ テジュ・コール著 新潮社 2017 933

男の不作法（幻冬舎新書　う-1-2） おとこのぶ 内館　牧子著 幻冬舎 2018 914

女の不作法（幻冬舎新書　う-1-3） おんなのぶ 内館　牧子著 幻冬舎 2018 914

介護士K かいご 久坂部　羊著 KADOKAWA 2018 913



会社を綴る人 かいしゃ 朱野　帰子著 双葉社 2018 913

境内ではお静かに　縁結び神社の事件帖 けいだい 天祢　涼著 光文社 2018 913

殺人者の記憶法（新しい韓国の文学　17） さつじ キム　ヨンハ著 クオン 2017 929

死体展覧会（エクス・リブリス） したい ハサン・ブラーシム著白水社 2017 929

14歳、明日の時間割 じゅうよん 鈴木　るりか著 小学館 2018 913

寿命をのばしたかったら「便秘」を改善しなさい！ じゅみょ 松生　恒夫著 海竜社 2018 493.4

常設展示室 じょうせ 原田　マハ著 新潮社 2018 913

成功している人は、なぜ神社に行くのか？ せいこ 八木　龍平著 サンマーク出版 2018 147

それでも空は青い それで 荻原　浩著 KADOKAWA 2018 913

「違うこと」をしないこと ちがう 吉本　ばなな著 KADOKAWA 2018 914

父からの手紙　長編小説（光文社文庫　こ15-8） ちちか 小杉　健治著 光文社 2006 B 913

知覧と指宿枕崎線の間 ちらん 西村　京太郎著 KADOKAWA 2018 913

天下普請 てんか 稲葉　稔著 双葉社 2018 913

日本が売られる（幻冬舎新書　つ-4-1） にほん 堤　未果著 幻冬舎 2018 304

人形（ポーランド文学古典叢書　7） にんぎょ ボレスワフ・プルス著未知谷 2017 989

鼠、恋路の闇を照らす ねずみ 赤川　次郎著 KADOKAWA 2018 913

母の老い方観察記録 ははの 松原　惇子著 海竜社 2018 914

不良老人の文学論　Essays　on　Literature　＆　Other　Subjects　2004-2018 ふりょう 筒井　康隆著 新潮社 2018 914

ポックリ往生の極意　医者が教える最高の命の終わり方 ぽっく 志賀　貢著 海竜社 2018 498.3

夜汐 やしお 東山　彰良著 KADOKAWA 2018 913

1月

タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 分類

ほどなく、お別れです ほどな 長月　天音著 小学館 2018 913

空をゆく巨人 そらを 川内　有緒著 集英社 2018 702.2

流砂 りゅうさ 黒井　千次著 講談社 2018 913

本が崩れる　随筆（中公文庫　く28-1） ほんが 草森　紳一著 中央公論新社 2018 B 914



樹木たちの知られざる生活　森林管理官が聴いた森の声 じゅもく ペーター・ヴォールレーベン著早川書房 2017 650.4

妻のトリセツ（講談社＋α新書　800-1A） つまの 黒川　伊保子編著 講談社 2018 143.5

その話は今日はやめておきましょう そのは 井上　荒野著 毎日新聞出版 2018 913

空飛ぶ院長、医療過疎を救う！　青森ドクターヘリ劇的救命日記　2 そらと 今　明秀著 毎日新聞出版 2018 498

世界でたったひとりの自分を大切にする　聖心会シスターが贈る大きな愛のことば せかい 鈴木　秀子著 文響社 2018 159

英語が楽天を変えた えいご セダール・ニーリー著河出書房新社 2018 673.3

私は、看取り士。　わがままな最期を支えます わたし 柴田　久美子著 佼成出版社 2018 490.1

外国人労働者受け入れを問う（岩波ブックレット　No．916） がいこ 宮島　喬著 岩波書店 2014 366.8

青森ドクターヘリ劇的救命日記　Non‐stop　document あおも 今　明秀著 毎日新聞社 2014 498

新宿の猫 しんじゅ ドリアン助川著 ポプラ社 2019 913

超訳カーネギー人を動かす ちょうや D．カーネギー著 ディスカヴァー・トゥエンティワン2018 159

昨日がなければ明日もない（杉村三郎シリーズ） きのう 宮部　みゆき著 文藝春秋 2018 913

だめなら逃げてみる　自分を休める225の言葉 だめな 小池　一夫著 ポプラ社 2018 914

おばちゃん介護道　独身・還暦作家、91歳母を看る おばあ 山口　恵以子著 大和出版 2018 914

ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。 ぼくが 幡野　広志著 PHPエディターズ・グループ2018 159

そばですよ　立ちそばの世界 そばで 平松　洋子著 本の雑誌社 2018 596.3

贖罪の街（講談社文庫　こ59-34） 上 しょくざ マイクル・コナリー著講談社 2018 B 933

奈緒と磐音　居眠り磐音（文春文庫　さ63-70） なおと 佐伯　泰英著 文藝春秋 2019 B 913

贖罪の街（講談社文庫　こ59-35） 下 しょくざ マイクル・コナリー著講談社 2018 B 933

向田理髪店（光文社文庫　お36-4） むこう 奥田　英朗著 光文社 2018 B 913

彼女のかけら（ハーパーBOOKS　M・ス2・9） 上 かのじょ カリン・スローター著ハーパーコリンズ・ジャパン2018 B 933

知りたい会いたい特徴がよくわかるコケ図鑑 しりた 藤井　久子著 家の光協会 2017 475

雪の階 ゆきの 奥泉　光著 中央公論新社 2018 913

美しい鉱物　レアメタルから宝石まで鉱物の基本がわかる！（学研の図鑑） うつく 松原　聰監修 学研教育出版 2013 459

彼女のかけら（ハーパーBOOKS　M・ス2・10） 下 かのじょ カリン・スローター著ハーパーコリンズ・ジャパン2018 B 933

ノマド　漂流する高齢労働者たち のまど ジェシカ・ブルーダー著春秋社 2018 361.8



いだてん（NHK大河ドラマ・ガイド） 前編 いだて 宮藤　官九郎作 NHK出版 2019 778.8

中国人の善と悪はなぜ逆さまか　宗族と一族イズム ちゅうご 石　平著 産経新聞出版 2018 361.4

やや黄色い熱をおびた旅人 ややき 原田　宗典著 岩波書店 2018 915

自分流　駅伝・帝京大の育成力 じぶん 中野　孝行著 ベースボール・マガジン社2018 782.3

漂流児童　福祉施設の最前線をゆく ひょうりゅ 石井　光太著 潮出版社 2018 369.4

東京輪舞（ロンド） とうきょ 月村　了衛著 小学館 2018 913

遠きにありて とおき 西川　美和著 文藝春秋 2018 780.4

つくもがみ笑います つくも 畠中　恵著 KADOKAWA 2019 913

プロ野球バカ本　まったく役に立たないブックレビュー！ ぷろや 長谷川　晶一著 朝日新聞出版 2018 783.7

こんな夜更けにバナナかよ　筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち こんな 渡辺　一史著 北海道新聞社 2003 369.2

ひとりの覚悟（ポプラ新書　163） ひとり 山折　哲雄著 ポプラ社 2019 114.2

緑の花と赤い芝生 みどり 伊藤　朱里著 中央公論新社 2018 913

わたしの町は戦場になった　シリア内戦下を生きた少女の四年間 わたし ミリアム・ラウィック著東京創元社 2018 302.2

THE　LAST　GIRL　イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語 ざらす ナディア・ムラド著 東洋館出版社 2018 302.2

芙蓉の干城（たて） ふよう 松井　今朝子著 集英社 2018 913

猫も老人も、役立たずでけっこう　NHKネコメンタリー猫も、杓子も。 ねこも 養老　孟司著 河出書房新社 2018 914

エースの遺言 えーす 久和間　拓著 双葉社 2018 913

サカナとヤクザ　暴力団の巨大資金源「密漁ビジネス」を追う さかな 鈴木　智彦著 小学館 2018 368.5

「死ぬとき幸福な人」に共通する7つのこと しぬと 小澤　竹俊著 アスコム 2018 490.1

真実の檻 しんじ 下村　敦史著 KADOKAWA 2016 913

九十九書店の地下には秘密のバーがある（ハルキ文庫　お20-1） つくもしょ 岡崎　琢磨著 角川春樹事務所 2018 B 913

神のダイスを見上げて かみの 知念　実希人著 光文社 2018 913

落ちこまない練習　病気や不幸は慈悲の贈り物 おちこ 青山　俊董著 幻冬舎 2018 188.8

怖いへんないきものの絵 こわい 中野　京子著 幻冬舎 2018 723

蛮政の秋（集英社文庫　と23-13） ばんせい 堂場　瞬一著 集英社 2018 B 913

新天皇と日本人　友が見た素顔、論じ合った日本論 しんて 小山　泰生著 海竜社 2018 288.4



この地上において私たちを満足させるもの このち 乙川　優三郎著 新潮社 2018 913

月まで三キロ つきま 伊与原　新著 新潮社 2018 913

たった1日で即戦力になるExcelの教科書 たった 吉田　拳著 技術評論社 2014 7.6

母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。 ははを 宮川　サトシ著 新潮社 2018 726.1

芝浜　落語小説集（小学館文庫　や11-2） しばは 山本　一力著 小学館 2019 B 913

今がわかる時代がわかる世界地図（SEIBIDO　MOOK） 2019年版いまが 成美堂出版編集部編集成美堂出版 2019 290.3

今がわかる時代がわかる日本地図（SEIBIDO　MOOK） 2019年版いまが 成美堂出版編集部編集成美堂出版 2019 291

毎日、サバ缶　飽きないサバ缶　珠玉のレシピ（日経ホームマガジン） まいに 日経BP社 2018 596.3

いい女、ふだんブッ散らかしており いいお 阿川　佐和子著 中央公論新社 2019 914

NEVER　LOST　AGAIN　グーグルマップ誕生 ねばー ビル・キルデイ著 TAC株式会社出版事業部2018 448.9

野菜のおいしい冷凍・解凍 やさい 鈴木　徹著 毎日新聞出版 2018 596.3

赤毛のアンナ あかげ 真保　裕一著 徳間書店 2016 913

遥かなる城沼（小学館文庫　あ5-4） はるか 安住　洋子著 小学館 2019 B 913

炎の色（ハヤカワ・ミステリ文庫　HM　425-3） 上 ほのお ピエール・ルメートル著早川書房 2018 B 953

炎の色（ハヤカワ・ミステリ文庫　HM　425-4） 下 ほのお ピエール・ルメートル著早川書房 2018 B 953

医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本 いしに 中野　ジェームズ修一著日経BP社 2018 492.5

予約の取れない家政婦マコのポリ袋でつくりおき（美人開花シリーズ） よやく mako著 ワニブックス 2018 596

ポリパン！　ポリ袋でつくる、オーブンのいらない世界一かんたんなパン ぽりぱ 梶　晶子著 学研プラス 2018 596.6

ポリ袋でつくるたかこさんの焼き菓子　材料を入れて混ぜて焼くだけ。おやつパンも！ぽりぶ 稲田　多佳子著 誠文堂新光社 2018 596.6

ポリ袋で作ろう！餃子、めん、パンを ぽりぶ 荻野　恭子著 文化学園文化出版局2018 596.3

日本の「中国人」社会（日経プレミアシリーズ　393） にほん 中島　恵著 日本経済新聞出版社2018 334.5

ルポ企業墓　高度経済成長の「戦死者」たち るぽき 山田　直樹著 イースト・プレス2018 335.2

この恋は世界でいちばん美しい雨 このこ 宇山　佳佑著 集英社 2018 913

最強の教訓！世界史（PHP文庫　し65-1） さいきょ 神野　正史著 PHP研究所 2018 B 159.2

神さまのお恵み かみさ 佐藤　愛子著 青志社 2018 913

地面師　他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団 じめん 森　功著 講談社 2018 368.6



無敵のハンディキャップ　障害者が「プロレスラー」になった日（ちくま文庫　き42-1）むてき 北島　行徳著 筑摩書房 2018 B 916

山梨ワイン探索　23組の生産者を訪ねて やまな 森　覚著 美術出版社 2018 588.5

当確師（中公文庫　ま50-1） とうか 真山　仁著 中央公論新社 2018 B 913

聖者が街にやって来た せいじゃ 宇佐美　まこと著 幻冬舎 2018 913

やりたいことを全部やる！時間術（日経ビジネス人文庫　う9-1） やりた 臼井　由妃著 日本経済新聞出版社2018 B 159

ひなた弁当（小学館文庫　や2-14） ひなた 山本　甲士著 小学館 2017 B 913

平成皇室の30年　完全保存版（週刊朝日MOOK） へいせい 朝日新聞出版 2018 288.4

メモの魔力（NEWSPICKS　BOOK） めもの 前田　裕二著 幻冬舎 2018 2.7

２月

タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 分類

一切なりゆき　樹木希林のことば（文春新書　1194） いっさい 樹木　希林著 文藝春秋 2018 778.2

1R1分34秒 １ﾗｳﾝﾄﾞ 町屋　良平著 新潮社 2019 913

熱帯 ねったい 森見　登美彦著 文藝春秋 2018 913

ひと ひと 小野寺　史宜著 祥伝社 2018 913

「あの世」と「この世」のあいだ　たましいのふるさとを探して（新潮新書　794） あのよ 谷川　ゆに著 新潮社 2018 387

ひと（誰でも文庫　87） 1 ひと 小野寺　史宜著 大活字文化普及協会 2018 913　

「さみしさ」の研究（小学館新書　338） さみしさ ビートたけし著 小学館 2018 779.9

「すぐやる人」の読書術
すぐやるすぐやる人

塚本　亮著 明日香出版社 2019 19

ひと（誰でも文庫　87） 2 ひと 小野寺　史宜著 大活字文化普及協会 2018 913

あなたの愛人の名前は あなた 島本　理生著 集英社 2018 913

この先をどう生きるか　暴走老人から幸福老人へ このさき 藤原　智美著 文藝春秋 2019 367.7

まつらひ まつらい 村山　由佳著 文藝春秋 2019 913

まんぷく　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part1 まんぷきう 福田　靖作 NHK出版 2018 778.8

まんぷく　連続テレビ小説（NHKドラマ・ガイド） Part2 まんぷく 福田　靖作 NHK出版 2019 778.8



ゴールデン街コーリング ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ 馳　星周著 KADOKAWA 2018 913

ニムロッド にむろ 上田　岳弘著 講談社 2019 913

フリーダム　国家の命運を外国に委ねるな ﾌﾘｰﾀﾞ 江崎　道朗著 展転社 2019 304

ブルーバード、ブルーバード（HAYAKAWA　POCKET　MYSTERY　BOOKS　1938） ﾌﾞﾙｰﾊﾞ アッティカ・ロック著 早川書房 2018 933

モンテレッジォ小さな村の旅する本屋の物語 もんて 内田　洋子著 方丈社 2018 24.3

仕事は「段取りとスケジュール」で9割決まる！ しごと 飯田　剛弘著 明日香出版社 2018 336.2

体を温める、わたしの習慣　キレイで健康な人は体温が高いんです！（TJ　MOOK） からだ 石原　結實監修 宝島社 2019 498.3

信長になれなかった男たち　戦国武将外伝（幻冬舎新書　あ-16-2） のぶなが 安部　龍太郎著 幻冬舎 2019 210.4

医師が考案おかずみそ汁ダイエット　ついた脂肪が即スッキリ！ いしゃ 工藤　孝文著 学研プラス 2019 498.5

吃音　伝えられないもどかしさ きつおん 近藤　雄生著 新潮社 2019 496.9

和の薬膳食材手帖　決定版 わの 武　鈴子著 家の光協会 2019 498.5

図解身近にあふれる「男と女の心理学」が3時間でわかる本 みじか 内藤　誼人著 明日香出版社 2018 143.1

夏井いつきのおウチde俳句 なつい 夏井　いつき著 朝日出版社 2018 911

夫の墓には入りません（中公文庫　か86-2） おっと 垣谷　美雨著 中央公論新社 2019 913

宝島　HERO’s　ISLAND ﾋｰﾛｰ 真藤　順丈著 講談社 2018 913

家族という呪い　加害者と暮らし続けるということ（幻冬舎新書　あ-15-2） かぞく 阿部　恭子著 幻冬舎 2019 368.6

富山地方鉄道殺人事件 とやま 西村　京太郎著 新潮社 2019 913

帰去来 ききょらい 大沢　在昌著 朝日新聞出版 2019 913

心霊電流 上 しんれい スティーヴン・キング著 文藝春秋 2019 933

心霊電流 下 しんれい スティーヴン・キング著 文藝春秋 2019 933

悲観する力（幻冬舎新書　も-7-5） ひかん 森　博嗣著 幻冬舎 2019 914

掟上今日子の推薦文（講談社文庫　に32-23） おきて 西尾　維新著 講談社 2019 913

本と鍵の季節 ほんと 米澤　穂信著 集英社 2018 913

歌舞伎町ゲノム かぶき 誉田　哲也著 中央公論新社 2019 913

沖縄問題、解決策はこれだ！　これで沖縄は再生する。 おきなわ 橋下　徹著 朝日出版社 2019 312.1

消滅　VANISHING　POINT しょうめつ 恩田　陸著 中央公論新社 2015 913



無印良品のベストアイテム　今すぐできる、素敵なアイデア実例（TJ　MOOK） むじるし 宝島社 2019 675.1

発現 はっけん 阿部　智里著 NHK出版 2019 913

白秋期　地図のない明日への旅立ち（日経プレミアシリーズ　392） はくしゅう 五木　寛之著 日本経済新聞出版社 2019 914

皇室女子　“鏡”としてのロイヤル・ファミリー こうしつ 香山　リカ著 秀和システム 2019 288.4

知ってるつもり　無知の科学 しってる スティーブン・スローマン著 早川書房 2018 7.1

社交不安障害　理解と改善のためのプログラム（幻冬舎新書　お-6-11） しゃこう 岡田　尊司著 幻冬舎 2019 493.7

美智子さまという奇跡（幻冬舎新書　や-17-1） みちこ 矢部　万紀子著 幻冬舎 2019 288.4

老いてこそユーモア（幻冬舎新書　あ-17-1） おいて 阿刀田　高著 幻冬舎 2019 914

スカーフェイス　警視庁特別捜査第三係・淵神律子　デッドリミット（講談社文庫　と58-6） 2 すかー 富樫　倫太郎著 講談社 2019 913

新章神様のカルテ かみさま 夏川　草介著 小学館 2019 913

あなたが消えた夜に（毎日文庫　な1-1） あなたが 中村　文則著 毎日新聞出版 2018 913

めぐみへの誓い めぐみ 野伏　翔著 展転社 2018 912

平場の月 ひらば 朝倉　かすみ著 光文社 2018 913

読書する人だけがたどり着ける場所（SB新書　460） どくしょ 齋藤　孝著 SBクリエイティブ 2019 19

3月

タイトル 巻数 著者 出版者 出版年 分類

銀行支店長　新装版（講談社文庫　え9-17） ぎんこう 江波戸　哲夫著 講談社 2019 B 913

集団左遷（講談社文庫　え9-18） しゅうだん 江波戸　哲夫著 講談社 2019 B 913

エリザベスの友達 えりざ 村田　喜代子著 新潮社 2018 913

えちごトキめき鉄道殺人事件（C・NOVELS　29-33） えちご 西村　京太郎著 中央公論新社 2019 913

達人が教える！農家直伝おいしい野菜づくり　栽培・収穫・保存まで　うまみを引き出すプロのコツ たつじん 加藤　正明監修 永岡書店 2019 626.9

喪主ハンドブック　最新版　90分でわかる！（新90分でわかる！ハンドブック） もしゅ 柴田　典子監修 主婦の友社 2019 385.6

モンテッソーリ子育てグッズ　子どもたちに作りたい贈りもの もんて 藤原　愉美著 文化学園文化出版局 2019 594

持たない暮らし（大活字本シリーズ） もたない 下重　暁子著 埼玉福祉会 2018 159

死んでも床にモノを置かない。　片づけ・掃除上手がやっている「絶対やらない」ことのルール しんでも 須藤　昌子著 すばる舎 2019 597.5



人情裏長屋（大活字本シリーズ） 上 にんじょいう 山本　周五郎著 埼玉福祉会 2018 913

人情裏長屋（大活字本シリーズ） 下 にんじょう 山本　周五郎著 埼玉福祉会 2018 913

姑の遺品整理は、迷惑です しゅうと 垣谷　美雨著 双葉社 2019 913

とりつくしま（大活字本シリーズ） とりつく 東　直子著 埼玉福祉会 2017 913

介錯人 かいしゃく 辻堂　魁著 光文社 2019 913

ぬるい生活（大活字本シリーズ） ぬるい 群　ようこ著 埼玉福祉会 2017 914

ポニーテール（大活字本シリーズ） 上 ﾎﾟﾆｰ 重松　清著 埼玉福祉会 2017 913

難儀でござる（大活字本シリーズ） 上 なんぎ 岩井　三四二著 埼玉福祉会 2018 913

ポニーテール（大活字本シリーズ） 下 ﾎﾟﾆｰ 重松　清著 埼玉福祉会 2017 913

難儀でござる（大活字本シリーズ） 下 なんぎ 岩井　三四二著 埼玉福祉会 2018 913

菊日和（大活字本シリーズ） きくび 津村　節子著 埼玉福祉会 2017 913

南極ではたらく　かあちゃん、調理隊員になる なんきょく 渡貫　淳子著 平凡社 2019 297.9

メアリ・ポピンズ ﾒｱﾘ トラバース作 朝日出版社 2019 933

手のひらの砂漠（大活字本シリーズ） 上 てのひら 唯川　恵著 埼玉福祉会 2018 913

手のひらの砂漠（大活字本シリーズ） 下 てのひら 唯川　恵著 埼玉福祉会 2018 913

お吉写真帖（大活字本シリーズ） 上 おきち 安部　龍太郎著 埼玉福祉会 2016 913

お吉写真帖（大活字本シリーズ） 下 おきち 安部　龍太郎著 埼玉福祉会 2016 913


