
西洋菓子店プティ・フール 軽薄 ／金原 ひとみ
鳥打ちも夜更けには ／金子 薫 ままならないから私とあなた
おしょりん ／藤岡 陽子 テミスの休息
ドクムシ アイアムアヒーローＴＨＥ ＮＯＶＥＬ 
無伴奏 スローダンサー
真夜中のパン屋さん[５] クリーピー スクリーチ  
札幌アンダーソング[３] 　ラスト・ソング ／小路 幸也 ツバキ文具店
サブマリン ／伊坂 幸太郎 防諜捜査 ／今野 敏
僕だけがいない街　Ａｎｏｔｈｅｒ Ｒｅｃｏｒｄ  ／一 肇（にのまえ はじめ） リボルバー・リリー ／長浦 京
銀杏（ぎんこう）アパート しかえししないよ ／日野原 重明

ゼロの激震 工学部ヒラノ教授の介護日誌 ／今野 浩
レヴェナント 蘇えりし者 ／マイケル・パンク この人たちを笑うな！
質問老いることはいやですか？ 男の粋な生き方 ／石原 慎太郎

幸運を引き寄せたいならノートの神さまにお願いしなさい もっと結果を出せる人になる！「ポジティブ脳」のつかい方

ワタナベ薫お金の格言 ／ワタナベ 薫 はじまりの戦後日本 ／橋本 健二
甘える技術 彼があなたを手放せなくなる魔法♡ ／高野 麗子 一度はこの目で見てみたい！日本の世界遺産 ／三好 和義
朝の習慣ＰＲＥＭＩＵＭ ／佐藤 伝 瀬戸内ゆるっと旅
子どもは４００００回質問する ／イアン・レズリー 全国キャンプ場ガイド　’１６－’１７西日本編

スパルタ婚活塾 ／水野 敬也 るるぶ東京’１７
「龍使い」になれる本 人生を変える聖なる知恵　　　　　　／大杉 日香理 ニッポン絶景ロード１００
考える前に動く習慣 るるぶ立山黒部アルペンルート’１７

ハーバードでいちばん人気の国・日本 ／佐藤 智恵 Ｑ＆Ａすぐわかる軽減税率
いちばん未来のアイデアブック 普通のサラリーマンがスキマ時間を利用して
図解ウチの男子とパパの「？？」がスッキリする本／小崎 恭弘 ／ＪＡＣＫ

介護漂流 認知症事故と支えきれない家族 ／山口 道宏
　　 合格するために知っておきたい１３０のこと ／佐藤 亮子 『暮しの手帖』をつくった男 ／船瀬 俊介
ルポ雇用なしで生きる ／工藤 律子

体脂肪計タニタの社員食堂　続々 ／タニタ 野菜ががっつり食べられる具だくさんドレッシング／西山 京子

一生使える服選び ／森本 のり子 食物アレルギーのつきあい方と安心レシピ
私の思い出。あの日あの味 家事上手になれる本
ジャパめし。ところ変われば食変わる－地元レシピ４２ ／白央 篤司 早わかり目でみる食品＆食材成分事典
子どもがどんどん整理整頓したくなる！お片づけ帖 ／カール 友波

株で１日１万円儲けたスマホ投資術

一般＊家政学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

／丸井 章夫 ／茂木 健一郎

／枡野 俊明

／安生 正
／安部 結貴

／落合 恵子

／八頭 道尾
／小池 真理子 ／富樫 倫太郎

／大沼 紀子 ／前川 裕
／小川 糸

殿堂入りレシピも大公開！クックパッドの大人気スピードおかず１０８

「灘→東大理Ⅲ」の３兄弟を育てた母が明かす志望校に
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一般＊文学

／千早 茜
／朝井 リョウ
／藤岡 陽子

／片島 麦子

   ＫＵＨＡＮＡ！    秦 建日子（はた たけひこ）   著 

三重県桑名市の廃校寸前の小学校にジャズバカの先生がやってきた。ジャズ部を作った子どもたちは、 

慣れない楽器に悪戦苦闘しながらも、ジャズの楽しさに目覚め、やがて…。笑って泣けて、ちょっとしんみり。 

元気が出ること間違いなしの青春ローカル小説。２０１６年公開映画の原作。 
 



いま乗っておきたいローカル線！ ／南 正時 水俣病を知っていますか ／高峰 武
水彩スケッチがもっと魅力的になるプロのワザ ／山田 雅夫 ボケない暮らし３０カ条 ／朝田 隆
かっこいい写真スタートＢＯＯＫ 知って得する図書館の楽しみかた ／吉井 潤
翻訳できない世界のことば ／エラ・フランシス・サンダース しろ ／平澤 まりこ
１０００円以下でできるプランター菜園 ／原 由紀子 欽ちゃんの、ボクはボケない大学生。 ／萩本 欽一
親子で楽しむ手形アート ／やまざき さちえ ＳＭＡＰ解散騒動の全内幕 ／常田 裕
面白くて眠れなくなる植物学 ／稲垣 栄洋 とと姉ちゃん　Ｐａｒｔ１　連続テレビ小説
いちえふ[３] ／竜田 一人 図解よくわかるパーキンソン病の最新治療とリハビリのすべて

好きっていいなよ。[１０] ／葉月 かなえ ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ[８１] ／尾田 栄一郎
名探偵コナン[８９] ／青山 剛昌

おふろ ／いもと ようこ うふふ ／おきぬちゃん
りんごがコロコロコロリンコ ／三浦 太郎 むかし日本狼がいた ／菊池 日出夫
つかまえた！ ／鈴木 まもる いちばんしあわせなおくりもの ／宮野 聡子
アヒルだってば！ウサギでしょ！ ／エイミー・クローズ・ローゼンタール ピヨピヨおばあちゃんのうち ／工藤 ノリコ
ショコラちゃんのおでかけドライブ ／はた こうしろう あらいぐまのヨッチー ／デイビッド・マクフェイル
わかるわかるじかんのえほん ／しもだいら あきのり わかってるもん ／ひろかわ さえこ
まだかなまだかな ／えがしら みちこ ヒックゴロゴロはっくしょんひめ ／マルジョラン・ポティ
ぽかぽかふとんおやこ ／コダイラ ヒロミ ねこどけい ／やまわき ゆりこ
どうぶつれっしゃ ／しのだ こうへい このあとどうしちゃおう ／ヨシタケ シンスケ
わんぱくだんのてるてるぼうず ／末崎 茂樹 さきちゃんのくつ ／まるやま あやこ
おはなをあげる ／シドニー・スミス ぞうさんのふしぎなぼうし ／木曽 秀夫
えぞふくろう ふぶきをのりこえる ／手島 圭三郎 ズートピア
みつけてくれる？ ／松田 奈那子 映画きかんしゃトーマス探せ！！謎の海賊船と失われた宝物
モカと幸せのコーヒー ／刀根 里衣 仮面ライダーはどこだ！？

旅のお供はしゃれこうべ ／泉田 もと 表参道高校合唱部！［２］ ／桑畑 絹子
おばけのばけひめちゃん ／たかやま えいこ おもしろ妖怪学１００夜 ／千葉 幹夫
シナモンのおやすみ日記 ／小手鞠 るい 日本の神様のお話［上］［下］
映画クレヨンしんちゃん 爆睡！ユメミ―ワールド大突撃 ／臼井 儀人 新津春子。世界一のおそうじマイスター！／若月 としこ
名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア） ／青山 剛昌 びっくり昆虫大図鑑 ／須田 研司
オオカミ少女と黒王子 ／松田 朱夏 ツバメ観察記 ／孝森 まさひで
高台家の人々 ／百瀬 しのぶ あやとり学 ／野口 廣

海街ｄｉａｒｙ 邦画

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

一般＊その他

ミニオンズ キッズ・ファミリー
ジュラシック・ワールド 洋画

タイトル名 ジャンル

ＤＶＤ
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