
作家との遭遇 戦場のレビヤタン ／砂川 文次
三島由紀夫ふたつの謎 新章神様のカルテ ／夏川 草介
リトルガールズ 人生後半、はじめまして ／岸本 葉子
だから殺せなかった キリングクラブ ／石川 智健
ニムロッド 混物語 ／西尾 維新
ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 東海道ふたり旅 ／池内 紀
木曜日の子ども ノースライト
まよなかの青空 救いの森
１Ｒ１分３４秒 ぼくはきっとやさしい ／町屋 良平
雷雲の龍 ／吉川 永青 小説映画ドラえもんのび太の月面探査記
作家のおしごと 魔眼の匣の殺人
夢と気づくには遅すぎた。 瞳のなかの幸福
スクエア ザ・ウォール

選ばれる女におなりなさい ／ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ 極夜行前 ／角幡 唯介
心屋流ちょっと変わった夢の叶え方 ／心屋 仁之助 ふつうの人がお金持ちになるたった１つの方法  ／菅原 圭
るるぶこどもとあそぼ！関西　’２０  天皇陛下のプロポーズ ／織田 和雄
山本五十六の戦争 ／保阪 正康 世界幻想とファンタジーの情景 ／パイインターナショナル編
かみさまは小学５年生 ／すみれ

地面師 ／森 功 最新図解ＡＤＨＤの子どもたちをサポートする本／榊原 洋一
伊藤塾の公務員試験行政法の点数が面白いほどとれる／伊藤塾 ６０歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる ／奥野 文夫
６０分でわかる！キャッシュレス決済最前線 ／キャッシュレス研究会 どこまでＯＫ？がすぐわかる！冠婚葬祭の新マナー大全
お金を増やす勇気 ／横山 利香 パパになった旦那よ、ママの本音を聞け！ ／野々村 友紀子
天皇と日本人 ／ケネス・ルオフ 東大卒筋肉弁護士のもう後がない状況でも

／小林 航太

リンパ浮腫のことがよくわかる本
／佐久間 健一 知っておきたい眠りの話 ／松浦 健伸

ギャンブル依存症から抜け出す本 女子栄養大学料理のなるほど実験室
お菓子のかがく ／津田 陽子 冷凍保存で作る１週間のお弁当キット ／川上 文代
医者が教える肺年齢が若返る呼吸術 ／奥仲 哲弥 サイコパスのすすめ ／Ｐ．Ｔ．エリオット
医師が考案おかずみそ汁ダイエット ／工藤 孝文 他 医者が考案したがん・病気をよせつけない最強の一汁一菜  
いいことずくめの水煮缶レシピ ／藤本 なおよ ／小林 弘幸
疲労回復ストレッチ かんたん！かわいい！ねこ弁 ／ダンノ マリコ
フライパンひとつで何つくる？ ／井原 裕子 ホームベーカリーでいちばんおいしい食パンレシピ ／山崎 豊
今あるもので「あか抜けた」部屋になる。 ／荒井 詩万

／沢木 耕太郎
／大澤 真幸

／錦見 映理子
／一本木 透著

／上田 岳弘
／鴻池 留衣

／重松 清 ／横山 秀夫
／谷 瑞恵 ／小林 由香

／町屋 良平
／辻村 深月

／五木 寛之 ／今村 昌弘
／堀 真潮 ／小手鞠 るい
／今野 敏 ／堂場 瞬一

　　確実に結果を出せる超効率勉強法

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット究極の部分やせ
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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

新人代議士の小町は、シングルマザーの現役キャバクラ嬢。待機児童、賃金格差、貧困…課題山積みの
“子育て後進国”に、男社会・永田町に、小町は風穴を開けられるのか。吉川英治文学新人賞作家が挑
む、新たな地平！

永田町小町バトル　　　西条 奈加　著



全身芸人 ／田崎 健太 山本二三百景 ／山本 二三
読書する人だけがたどり着ける場所 ／齋藤 孝 アニメ監督で…いいのかな？ ／高橋 良輔
運命の絵 ／中野 京子 科学の誤解大全 ／マット・ブラウン
科学用語図鑑 ／水谷 淳 見つけて楽しむ身近な野鳥の観察ガイド ／梶ケ谷 博 他
ゾンビで学ぶＡ　ｔｏ　Ｚ ／ポール・ルイス やさしいフランスチーズの本 ／レ・ヌーヴォー・フロマジェ
ママとつくろう！男の子の遊べるおりがみ ／いしかわ まりこ さくら ／野呂 希一
蒼い空へ ／木本 美紀 たのしいおさんぽ図鑑 ／ブンケン
農家が教える鳥獣害対策あの手この手 パーフェクト配色ブック ／武川 カオリ
猫が幸せならばそれでいい ／入交 眞巳 図説英国インテリアの歴史 ／小野 まり
ホッとする絵手紙 ／若海 美智子 世界でいちばんやさしい教養の教科書 ／児玉 克順

みずとはなんじゃ？ はたけのにゃーこ
ぼくくま トカゲのともだち
でこぼこホットケーキ おんせんたまご
ぱんだんす もぐらのいえ
おばあちゃんがやってきた どうなってるの？どうぶつの歯
映画きかんしゃトーマス おにぎりにはいりたいやつよっといで  
　Ｇｏ！Ｇｏ！地球まるごとアドベンチャー  ／ウィルバート・オードリー イライラくんとこえだちゃん
おいせまいりわんころう だんごむしだんたのぼうけん
トウシューズをはいたネコ

よのなかルールブック 都会(まち)のトム&ソーヤ［１６］
アポロンと５つの神託 オリンポスの神々と７人の英雄
魔法使いマーリンの犬 きみを変える５０の名言
くらしの中のトイレの歴史 十年屋［２］
スズメのくらし 科学ってなあに？
算数親分捕物帳 ほねほねザウルス［２０］ ／ぐるーぷ・アンモナイツ
夕焼け色のわすれもの ぼくにだけ見えるジェシカ 

／鈴木 まもる ／織茂 恭子
／ａｃｃｏｔｏｔｏ ／あさお よう
／川副 真佑実 ／河本 徹朗

／すがわら けいこ ／松屋 真由子
／やまなか ももこ ／吉田 葉子

／岡田 よしたか
／マシュー・フォーサイス

／長谷川 義史 ／やまもと えりこ
／山口 けい子

／はやみね かおる
／リック・リオーダン ／リック・リオーダン

／エリック・カーン・ゲイル ／佐久間 博
／しおうら しんたろう ／廣嶋 玲子

／平野 伸明 ／ジェームズ・ドイル
／瀧ケ平 悠史

／たかの けんいち ／アンドリュー・ノリス

タイトル名 ジャンル
カメラを止めるな！ 邦画
今夜、ロマンス劇場で 邦画
ウィンストン・チャーチル　ヒトラーから世界を救った男 洋画
未来のミライ アニメ
ちびまる子ちゃんセレクション　工作のエピソード１ アニメ

一般＊その他

じどう＊えほん

じどう＊よみもの・そのた

DVD

逃がしてやったへびから、「３つのねがいを、かなえてあげるよ!」と言われたね
こ。「ねがいごとなんて、あるわけないさ」と強がるねこでしたが、おなかがぐ
うっと鳴って…。心温まる絵本。
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