
ミライミライ ／古川 日出男 砂の家 ／堂場 瞬一
Ｔｅａｍ３８３ ／中澤 日菜子 バルス ／楡 周平
あやかし草紙 ／宮部 みゆき きげんのいいリス ／トーン・テレヘン
ルパンの世界 ／ジャック・ドゥルワール モリアーティ ／アンソニー・ホロヴィッツ
ありえないほどうるさいオルゴール店 ／瀧羽 麻子 ムッシュウ・ジョンケルの事件簿 ／メルヴィル・デイヴィスン・ポースト

半分、青い。[上] ／北川 悦吏子 ウィステリアと三人の女たち ／川上 未映子
雲の果 ／あさの あつこ 爆身 ／大沢 在昌
新選組の料理人 ／門井 慶喜 愛することば あなたへ ／瀬戸内 寂聴
未来 ／湊 かなえ 納得して死ぬという人間の務めについて ／曽野 綾子

アメリカ超能力研究の真実 ／アニー・ジェイコブセン 大富豪からの手紙 ／本田 健
「おいしさ」の錯覚 ／チャールズ・スペンス 会社を辞めたいと思ったとき読む本 ／門脇 竜一
「気にしすぎてうまくいかない」がなくなる本 ／大嶋 信頼 花殺し月の殺人 ／デイヴィッド・グラン
平成史 ／佐藤 優　他 新選組

おひとりさまの「シニア金融」 ／岡内 幸策 池上彰の未来を拓く君たちへ ／池上 彰
人口減少社会の未来学 ／池田 清彦　他 公務員の「課長」の教科書 ／松井 智
宿命 ／原 雄一 経済まるわかり ／大江 英樹
マンガでわかるケアマネージャーのための
　　　　　　　　　　　　　　　　　アセスメント入門 ／吉田 光子

不安症パニック障害・ コリと痛みの地図帳 ／石垣 英俊
　　　　社交不安障害を自分で治す本 ／渡部 芳徳 創薬科学入門 ／佐藤 健太郎
いちばんわかりやすい 差がつく７０歳からの病気
　　　　ハンドメイドアクセサリーの基礎ＢＯＯＫ 脂質異常症がよくわかる本  
うまい！味が決まる！ 健康寿命を延ばす高齢者の栄養と食事  
　　　　みそ・塩・しょうゆのシンプルおかず 「便」と「尿」の悩みをスッキリ解決する本
菓子工房ルスルスが教える スタンフォード式疲れない体 ／山田 知生
　　　　くわしくてていねいなお菓子の本 ／新田 あゆ子 血管が若返る水煮缶レシピ ／村上 祥子
女子栄養大学の シンプルがおいしい飛田さんの野菜レシピ ／飛田 和緒
　　　　誰も教えてくれない発酵食のすべて オトナ女子の整理術
放っておくだけで、 手ぶらで生きる。 ／ミニマリストしぶ
　　　　泣くほどおいしい料理ができる ／谷口 菜津子　他 ママのゆるコツ事典 ／渡辺 のぞみ
冷凍フルーツのひんやりスイーツ ／あまこ ようこ みんなの丁寧な暮らし日記
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一般＊文学

一般＊哲学・歴史・地理

一般＊社会

一般＊医学・家政学

高層マンションの谷間に取り残された平屋に住む、夫婦と息子、妹。彼らの目当ては祖母の年金。 

足りない生活品は万引きで賄う。家族は「犯罪」でしかつながれなかった…。２０１８年６月公開映画を 

監督自らが書き下ろした物語。 

万引き家族   是枝 裕和 著   



８割のお客様をリピーターに変える ゴビ ／ディオン・レナード
　　　　　　　　　　　　　　　「すごいお店」の秘密 ／高井 洋子 猫のための家庭の医学 ／野澤 延行
面倒くさがり屋の僕が３ヶ月で英語を ちはやふる[３８] ／末次 由紀
　　　　　　話せるようになった唯一無二の方法 ／須藤 元気 司書のお仕事 ／大橋 崇行
羽生善治竜王と藤井聡太六段 人間の偏見動物の言い分 ／高槻 成紀
　普通の子供が天才になる１１の「思考ルール」 ／橋居 歩 １年中楽しめる花の折り紙 ／山口 真
子どもと楽しむ！ 時は待ってくれない ／小田 和正
　　東京ディズニーリゾート ２０１８－２０１９ 全身ユニクロ！朝、マネするだけ ／Ｈａｎａ
「生物」のことが一冊でまるごとわかる ／大石 正道 シニアのためのバラ栽培 ／高木 絢子
骨格診断×パーソナルカラー賢い服選び ／二神 弓子 星空撮影の教科書 ／中西 昭雄　他

先生、オサムシが研究室を掃除しています！ ／小林 朋道 獣医師になるには ／井上 こみち
初心者のための英語学習ガイド ／山下 えりか 特急マーク図鑑 ／松原 一己
吸血鬼の英文法 ／カレン・エリザベス・ゴードン 虫といっしょに家庭菜園 ／小川  幸夫
心にのこる、書きかた、伝えかた ／船瀬 俊介

ホットケーキのおうさま にゅうどうぐも ／野坂 勇作
１３８００００００００ねんきみのたび ／坂井 治 まいごのねこ ／スー・コーネリソン
おばきゃー！ ／藤本 ともひこ きのうをみつけたい！ ／アリソン・ジェイ
ぼくはアイスクリーム博士 よるのわがしやさん ／青山 友美
とってもなまえのおおいネコ ／ケイティ・ハーネット スマイル ペネロペのおみまい ／アン・グットマン
ききいっぱつねこざかな ／わたなべ ゆういち どすこいすしずもう ／アン マサコ
ちびちっち ステファニー・ブレイク くいしんぼうのおつきさま ／なかた みちよ
こわめっこしましょ ／ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ はりねずみのおいしゃさん ／ふくざわ ゆみこ
からだをうごかすえほん ／のぶみ 　 　

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 ／工藤 ノリコ やさしくてよくわかる！ 　 　
ビワイチ！ ／横山 充男 　　　はじめての将棋レッスン ／北尾 まどか
羽生結弦 うみのいきもの１０００ ／ニッキー・ダイソン
体育館の日曜日 ／村上 しいこ たべもの１０００ ／ニッキー・ダイソン
ウォーリアーズ [４-４] ／エリン・ハンター 　 　

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

ＣＤ

タイトル名 歌手名

／ピーター・シス

／朝倉 世界一

ジャンル
コラボ ｄｅ ハジベスト。 ハジ→ 邦楽
ＧＲ８ＥＳＴ 関ジャニ∞　 邦楽

／満薗 文博

リラックス・ピアノ・ＨＩＴＳ ～いやしの音色～ ピアノ
泣きうたカフェ ハートフル アコースティックギター 田中 幹人 ヒーリング

ＳＨＩＮｅｅ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＦＲＯＭ ＮＯＷ ＯＮ
気になる洋楽2 ～ＴＶ ＣＭ ＨＩＴＳ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ オムニバス

ドラえもんとうたってまなぼう ～ことば・かず・えいご～ アニメ

ＳＨＩＮｅｅ Ｋ－ＰＯＰ

どこで生まれたのか覚えていないネコのうしおは、今は小さな家の軒下で、そこの子どもたちに 

可愛がられて暮らしている。ある日、うしおが、庭でみつけた貝殻のそばで眠ると、明け方、自分 

を呼ぶ声で目が覚める。その声にさそわれて、うしおが見たものとは。 
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うみにいったネコ   石井 綾子 さく・え 
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