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1億稼ぐ人の「超」メモ術 市村　洋文／著
夜型人間のための知的生産術 齋藤　孝／著
思考の体系学 三中　信宏／著
今すぐ使えるかんたんExcel文書作成 稲村　暢子／著
今すぐ使えるかんたんOffice 2016 技術評論社編集部／著
図書館100連発 岡本　真／著
乳幼児おはなし会とわらべうた 落合　美知子／著
夢をかなえる読書術 伊藤　真／著
絶望に効くブックカフェ 河合　香織／著
江戸の旅人書国漫遊 杉浦　日向子／著
重版未定　2 川崎　昌平／著
レイアウトデザイン見本帳 関口　裕／共著
美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し 美篶堂／著
おかんメール　Final 『おかんメール』制作委員会／編

政治を動かすメディア 芹川　洋一／著
仕事に役立つ専門紙・業界紙 吉井　潤／著

絶望を生きる哲学 池田　晶子／著
いま世界の哲学者が考えていること 岡本　裕一朗／著
神話から現代まで一気にたどる日本思想 稲田　義行／著
希望について 岸見　一郎／著
面白いほどよくわかる!他人の心理学 渋谷　昌三／著
小さな習慣 スティーヴン・ガイズ／著
平均思考は捨てなさい トッド・ローズ／著
臨床心理士の仕事図鑑 植田　健太／編
タロットの秘密 鏡　リュウジ／著
Disneyヴィランズ占い 鏡　リュウジ／占い監修
わたしらしさを知るマイノートのつくりかた Emi／著
オトナ女子の気くばり帳 気くばり調査委員会／編
LIFE SHIFT リンダ・グラットン／著
営繕さんの幸せドリル さとう　みつろう／著
続ける技術 菅原　洋平／著
弘兼流60歳からの手ぶら人生 弘兼　憲史／著
仕事も私生活もなぜかうまくいく女性の習慣 麓　幸子／著
好きなことだけで生きていく。 堀江　貴文／著
やり抜く脳の鍛え方 茂木　健一郎／著
身軽に生きる 矢作　直樹／著
どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺　和子／著
イラストでよくわかる日本の神様図鑑 古川　順弘／テキスト
金閣寺・銀閣寺の住職が教える人生は引き算で豊かになる 有馬　頼底／著

世界史を創ったビジネスモデル 野口　悠紀雄／著
発掘された日本列島　2017 文化庁／編
負け組の日本史 山本　博文／監修
井伊直虎の真実 黒田　基樹／著
列伝アメリカ史 松尾　弌之／著
おいしい時間をあの人と 伊藤　まさこ／著
“同い年”ものがたり 佐高　信／著
人生の終い方 NHKスペシャル取材班／著
人生の失敗 溝口　敦／著
暗い時代の人々 森　まゆみ／著
軽井沢朗読館だより 青木　裕子／著
人生を動かす仕事の楽しみ方 新津　春子／著
朴槿恵 心を操られた大統領 金　香清／著
もういちど読む山川地理 田邉　裕／著
いつか行きたいニッポンの絶景
ニッポン線路つたい歩き 久住　昌之／著
乗り放題きっぷで行く週末ぶらり鉄道旅　関西・東海編 小林　克己／著
ほじくりストリートビュー 能町　みね子／著
「冨嶽四十六景」を歩く 日本美術アカデミー／監修
鈴木みきの休日ふらり山旅計画 鈴木　みき／著
できる人の「京都」術 柏井　壽／著
京都の壁 養老　孟司／著
瀬戸の島旅しまなみ海道+17島めぐり エス・ピー・シー／編著
せとうちスタイル　創刊号Vol.1(2017)
ゆったり行こう!中国・四国山歩きガイド 山歩きの会・遊道山／著
るるぶ高知四万十　'18
るるぶ沖縄ベスト　'18

池上彰の世界はどこに向かうのか 池上　彰／著
歴史の逆襲 ジェニファー・ウェルシュ／著
ニュースの噓を見抜け 辛坊　治郎／著
現代の“見えざる手” 元木　昌彦／編著
日本中枢の狂謀 古賀　茂明／著
バカな首相は敵より怖い 佐高　信／著
「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代総理大臣　明治・大正篇 竹内　正浩／著
中国がいつまでたっても崩壊しない7つの理由 富坂　聰／著
習近平の中国 林　望／著
日本一やさしい天皇の講座 倉山　満／著
誰が世界戦争を始めるのか 日高　義樹／著
いちばんやさしい憲法入門 初宿　正典／著
私にとっての憲法 岩波書店編集部／編
自分でする相続放棄 碓井　孝介／著
偽装死で別の人生を生きる エリザベス・グリーンウッド／著
本当は怖い!成年後見 仲島　幹朗／著
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社 会 科 学

共謀罪の何が問題か 高山　佳奈子／著
15歳から身につける経済リテラシー 岡野　進／[著]
日本再生は、生産性向上しかない! デービッド・アトキンソン／著
伊藤元重が警告する日本の未来 伊藤　元重／著
老後不安がなくなる定年男子の流儀 大江　英樹／著
「好き」な「スキマ」で楽しく稼ぐ「新」副業・起業術 須田　祥充／著
日本の「いい会社」 坂本　光司／著
あの会社はこうして潰れた 藤森　徹／著
ミスが減る!信頼される!仕事の準備の本 鈴木　真理子／著
やわらかロジカルな話し方 富樫　佳織／[著]
緑のトマト 本間　洋／著
小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典 吹田　朝子／著
住宅ローンを賢く借りて無理なく返す32の方法　2017-18淡河　範明／著
ど素人サラリーマンから月10万円を稼ぐ!株の授業 冨田　晃右／著
大阪的 江　弘毅／著
「コミュ力」アップ実践講座 下平　久美子／著
ウソつきの国 勢古　浩爾／著
相手に本音を語らせて、思いのままに動かす技術 田中　和義／著
変態する世界 ウルリッヒ・ベック／[著]
社会保険の手続きがサクサクできる本 名南経営／著
図解わかる年金　2017-2018年版 中尾　幸村／著
図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて　2017-2018年版 中尾　幸村／著
隷属なき道 ルトガー・ブレグマン／著
18時に帰る 秋山　開／著
働けるうちは働きたい人のためのキャリアの教科書 木村　勝／著
転職に向いている人転職してはいけない人 黒田　真行／著
人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田　有史／編
履歴書・職歴書と添付手紙の書き方　'19年版 福沢　恵子／著
わたしが子どもをもたない理由(わけ) 下重　暁子／著
子どもと性必読25問 タジタジ親にならないために 村瀬　幸浩／著
世界の産声に耳を澄ます 石井　光太／著
できることを取り戻す魔法の介護 長谷工シニアホールディングスにやりほっと探検隊／著

ねてもさめてもとくし丸 水口　美穂／著
通信制高校のすべて 手島　純／編著
女子学生のキャリアデザイン 野村　康則／編著
私立大学はなぜ危ういのか 渡辺　孝／著
発達障害の「教える難しさ」を乗り越える 河野　俊一／著
子どもの学力は12歳までの「母親の言葉」で決まる。 河村　京子／著
子どもの心の育てかた 佐々木　正美／著
子どもの「書く力」は家庭で伸ばせる 高濱　正伸／著
父親ができる最高の子育て 高濱　正伸／著
子どものやる気を引き出す7つのしつもん 藤代　圭一／著
よくわかる公民館のしごと 全国公民館連合会／編著
『ワーママ』5年目に読む本 パワーママプロジェクト／編
和菓子を愛した人たち 虎屋文庫／編著
親の葬儀とその後事典 黒澤　計男／共著
スノーデン日本への警告 エドワード・スノーデン／著

南極大陸大紀行 南極OB会編集委員会／編
小学校6年間の計算の教え方 安浪　京子／著
量子論はなぜわかりにくいのか 吉田　伸夫／著
トコトンやさしいクロスカップリング反応の本 鈴木　章／監修
天体写真の教科書 牛山　俊男／著
京都の凸凹を歩く　2 梅林　秀行／著
深読み!絵本『せいめいのれきし』 真鍋　真／著
標本BOOK さとう　かよこ／著
すごい進化 鈴木　紀之／著
遺伝子は、変えられる。 シャロン・モアレム／著
子どもと一緒に覚えたい道草の名前 稲垣　栄洋／監修
深海生物の「なぜそうなった?」がわかる本 北村　雄一／著
心を操る寄生生物 キャスリン・マコーリフ／著
世界の奇虫図鑑 田邊　拓哉／著
目立ちたがり屋の鳥たち 江口　和洋／著
ハヤブサ ヘレン・マクドナルド／著
熊が人を襲うとき 米田　一彦／著
面白くて眠れなくなる解剖学 坂井　建雄／著
肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山　耕一郎／著
病気になったとき体の中で起きてることが見える本 NHK／編
疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい 寺林　陽介／著
コレステロール・中性脂肪がぐんぐん下がるコツがわかる本 野村　喜重郎／監修
病気を見きわめる胃腸のしくみ事典 宮崎　招久／監修
認知症&もの忘れはこれで9割防げる! 浦上　克哉／著
親が認知症になったら読む本 杉山　孝博／著
卵アレルギーの子どものためのおいしいおやつとごはん 大矢　幸弘／監修
ママと子の「ごはんの悩み」がなくなる本 松丸　奨／著
がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事 神尾　哲男／著
最強!の毛髪再生医療 荒浪　暁彦／著
オトナ女子のためのスメらない手帖 上田　弥生／著
図解がまんできない!皮膚のかゆみを解消する正しい知識とスキンケア 小林　美咲／監修
髪をあきらめない人は、3つの生活習慣をもっている 浜中　聡子／著
妊娠体質になる体の温め方 小野里　勉／著
女性泌尿器科へ行こう! 竹山　政美／著
図解専門医が教える !めまい・メニエール病を自分で治す正しい知識と最新療法 肥塚　泉／監修
耳が喜ぶ補聴器選び　No.2(2017-2018)
お母さんたちに伝えたい!歯並びの良い子に育てよう 井上　裕子／著
言語聴覚士になるには 中島　匡子／著
保健師・養護教諭になるには 山崎　京子／監修

自 然 科 学

脳疲労が消える最高の休息法<CDブック> 久賀谷　亮／著
病気にならない21の鉄則 「きょうの健康」番組制作班／編
コーネンキなんてこわくない 横森　理香／著
必ず役立つ介護食 長谷　剛志／監修
長生きしたければ、原材料表示を確認しなさい! 小薮　浩二郎／著
病気にならない体をつくる「ミルク酢」健康法 小山　浩子／著
その調理、9割の栄養捨ててます! 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部／監修

治す食事患う食事 Reader's Digest編集部／著
子どもが育つからだのしつけ 玉木　志保美／[著]
本当に必要な薬がわかる本 ブックマン社編集部／編

<狭さ>の美学 近藤　祐／著
小さな家。
日本、家の列島 ヴェロニック・ウルス／編
装飾がすごい世界の建築 パイインターナショナル／編著
車いすユーザーのための車いすスキルハンドブック　基本編橋本　大佑／著
ロケットを理解するための10のポイント 青木　宏／著
東芝大裏面史 FACTA編集部／著
iPhone/iPad/Mac超活用術
食品偽装を科学で見抜く リチャード・エバーシェッド／著
世界の夢のパン屋さん 川人　わかな／取材・文
最新アパレル業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 岩崎　剛幸／著
おしゃれの道しるべ 鵜飼　弘子／著
おしゃれが上達する大人服 石田　純子／監修
好感度な男のスタイリングファイル たかぎ　こういち／監修
虹色のチョーク 小松　成美／著
クローゼットは3色でいい 杉山　律子／著
50代からのおしゃれバイブル 西山　栄子／著
Mr.Babe Magazine　VOL.03
NHK「あさイチ」スーパー主婦のスゴ家事術 伊豫部　紀子／著
おさよさんの無理なくつづく家事ぐせ おさよさん／著
暮らし上手の時間割
「主婦」を楽しむもの選び ショコラサマンサ／著
Skip
すっきり暮らすための時間とお金の使い方 主婦の友社／編
「凛とした魅力」がすべてを変える ジェニファー・L.スコット／著
母から子に伝えたい持たない四季の暮らし マキ／著
徹底してお金を使わないフランス人から学んだ本当の贅沢吉村　葉子／著
定年まで10年ですよ 日経ヴェリタス編集部／原作
人生にお金はいくら必要か 山崎　元／著
丸林さんちのヴィンテージスタイルな家具と庭づくり 丸林さんち／著
きものの仕立て方　続 小田　美代子／著
ハンドメイドベビー服enannaの90〜130センチサイズのこども服朝井　牧子／著
いつか着る服、いつも着る服 茅木　真知子／著
わたしのクローゼット わたしのクローゼット編集部／編集

毎日、きもの 河村　公美／著
糸の手づくり帖fil
カンタン!かぎ針編み子供のサマーハット
すぐれものポーチ
ちりめん細工の小さな袋と小箱 井上　重義／監修
羊毛フェルトで作るマスコットみたいなどうぶつまめぐち いとう　のりこ／著
大人美容 地曳　いく子／著
森拓郎の読むだけでやせる言葉 森　拓郎／著
芦屋の給食 兵庫県芦屋市教育委員会／著
てんきち母ちゃんの茶色いおかずばっかり! 井上　かなえ／著
1週間システムクッキング 江崎　美惠子／著
大きな文字のフライパン最強レシピ
3行レシピでつくるおつまみ大全 杵島　直美／著
栗原心平のとっておき「パパごはん」 栗原　心平／著
子どもと食べたい常備菜入門 菅野　のな／[著]
男子ごはんの本　その9 国分　太一／著
作りおきレシピ300 フルタニ　マサエ／著
いちばんおいしい家カレーをつくる 水野　仁輔／著
みんなで決めた日本一の朝ごはん 美味しい朝ごはん調査隊／編
おあとがよろしいようで オカヤ　イヅミ／著
食の思想 小林　カツ代／著
のんきに生きる 鈴木　登紀子／著
神田裕行のおそうざい十二カ月 神田　裕行／著
ばぁば92年目の隠し味 鈴木　登紀子／著
カニカマ100皿 カニカマファンクラブ／著
きちんとおいしく作れる漬け物 舘野　真知子／著
のっけごはん ごはんのとも研究会／著
おいしい牛乳料理帳 浜内　千波／著
ひだゴハン 飛田　和緒／著
肉サラダ 堤　人美／著
「あと1品」がすぐ決まる!野菜のおかず365
30分で3品!作りおき野菜おかず231 大庭　英子／著
このひと皿でパーフェクト、パワーサラダ 坂田　阿希子／著
のっけパスタ 塩田　ノア／著
女子力アップ!ダイエット応援弁当 井原　裕子／著
かんたん&おしゃれなバーベキューの人気レシピ BBQレシピタンク／監修
山料理 小雀　陣二／著
見ためは地味だがじつにウマイ!作りたくなるお弁当 heavydrinker／著
おいしい!パンBOOK
キップルとおやつパン 桑原　奈津子／著
魔法のゼリー 荻田　尚子／著
スペシャルシフォンケーキ 小沢　のり子／著

技 術・生 活

コウケンテツのおやつめし　2 コウ　ケンテツ／著
型は牛乳パック!ホットケーキミックスでデコクッキー 山崎　和代／[著]
東京甘味食堂 若菜　晃子／著
はちみつスイーツ 若山　曜子／著
コーヒーは楽しい! セバスチャン・ラシヌー／著
普段使いの器は5つでじゅうぶん。 江口　恵子／著
狭くても使いやすい台所
無印良品でつくる私style
孫育ての新常識 小屋野　恵／著
みきママのスーパー離乳食&パパごはん みきママ／[著]
ヨチヨチ父 ヨシタケ　シンスケ／著

47都道府県・くだもの百科 井上　繁／著
タマネギとニンニクの歴史 マーサ・ジェイ／著
はじめてのスワッグ 岡本　典子／著
世界のねこみち 岩合　光昭／著
ねこの事典 今泉　忠明／監修
知っておいしいチーズ事典 本間　るみ子／監修
上から見る!風流に金魚を飼うための本 菊池　洋明／著
イラッとされないビジネスメール正解不正解 平野　友朗／監修
ビジネス英語魔法の切り返し ルース・マリー・ジャーマン／著
世界の美しい市場
雑貨店おやつへようこそ トノイケ　ミキ／著
レトロ銭湯へようこそ 松本　康治／写真・文
「言葉にできる」は武器になる。 梅田　悟司／著
みらいをひらく、わたしの日用品 川島　蓉子／著
どうすれば、売れるのか? 木暮　太一／著
宅配がなくなる日 松岡　真宏／著
世界の美しい地下鉄マップ マーク・オーブンデン／編著
るるぶレゴランド
ぬかよろこび 嬉野　雅道／著

わたしの好きな子どものうた 安野　光雅／著
絵とき印象派 池上　英洋／監修
足で歩いた頃のこと 星野　富弘／著
12色からはじめる水彩画混色の基本 野村　重存／著
5分からはじめる水彩お絵かき&雑貨づくり 吉沢　深雪／著
はじめての水彩レッスン 若月　美南／編著
ちひろと歩く信州 安曇野ちひろ美術館／編
絵本むかし話ですよ 五味　太郎／著
子どものアトリエ 西巻　茅子／著
BABEL ヒグチ　ユウコ／著
シンプルの正体 ディック・ブルーナ／[画]
直島古民家シェア暮らし まつざき　しおり／著
消しゴム花はんこモチーフ153 津久井　智子／著
旅する心のつくりかた 石川　文洋／著
もっと撮りたくなる写真のアイデア帳 河野　鉄平／著
リース 鍵井　靖章／写真文
うつわを巡る旅 赤木　明登／著
a.k.b.のいちばんわかりやすいUVレジン教室 a.k.b.／著
キッチンでできる草木染めレッスン帖 佐藤　麻陽／著
革で手作りミニチュアサイズの小物&雑貨
和の色のものがたり 早坂　優子／著
和の色のものがたり 早坂　優子／著
年中使える!先生と園児のためのこどものうた100+15 森　真奈美／[ほか]ピアノ編曲
おんな城主直虎　後編
「男はつらいよ」を旅する 川本　三郎／著
笑う101歳×2笹本恒子むのたけじオフィシャルブック

落語ワンダーランドぴあ
世界スタジアム物語 後藤　健生／著
大人女子のための続く筋トレ 森　俊憲／著
55歳からのフルマラソン挑戦 日本生涯スポーツ健康協会／監修

世界一やさしい海釣り入門 西野　弘章／著
還暦ジョッキー 的場　文男／著

パソコン初心者が文字入力で困ったら読む本 可知　豊／著
会社で恥をかかないための言いまちがい正誤ブック 盛田　栄一／著
知るほどに深くなる漢字のツボ 円満字　二郎／著
心が伝わるお礼の手紙・はがききちんとマナーハンドブック杉本　祐子／著
これを英語で言いたかった! 箱田　勝良／著

ミステリ国の人々 有栖川　有栖／著
ひたすら面白い小説が読みたくて 児玉　清／著
アミダクジ式ゴトウメイセイ　対談篇 後藤　明生／著
辺境図書館 皆川　博子／著
物語の森へ 東京子ども図書館／編
夫・車谷長吉 高橋　順子／著
美酒と黄昏 小玉　武／著
「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 磯田　道史／著
狂うひと 梯　久美子／著
漱石激読 石原　千秋／著
文士の遺言 半藤　一利／著
湊かなえ読本
大人の短歌入門 秋葉　四郎／著
子規の音 森　まゆみ／著
アンカー 今野　敏／著
箸もてば 石田　千／著

芸 術 ・スポーツ

産  業

文学・エッセイ

言 語



人生なんてわからぬことだらけで死んでしまう、それでいい。伊集院　静／著
わがクラシック・スターたち 小林　信彦／著
人生という花 小檜山　博／著
ご本,出しときますね? BSジャパン／編
男尊女子 酒井　順子／著
下山の時代を生きる 鈴木　孝夫／著
人生の選択 曽野　綾子／著
作家的覚書 高村　薫／著
まぬけなこよみ 津村　記久子／著
山寺清朝 外山　滋比古／著
私の手が語る 本田　宗一郎／[著]
今日の人生 益田　ミリ／著
泣きたくなったあなたへ 松浦　弥太郎／著
井上ひさしから、娘へ 井上　ひさし／著
欧州航路の文化誌 橋本　順光／編著
苦汁100% 尾崎　世界観／著
こぼんちゃん日記 小亀　文子／著
うつヌケ 田中　圭一／著
アガサ・クリスティーの大英帝国 東　秀紀／著

I Love Father 冲方　丁／著
ハッチとマーロウ 青山　七恵／著
7番街の殺人 赤川　次郎／著
人質オペラ 荒木　源／著
暗黒グリム童話集 村田　喜代子／文
あの子が結婚するなんて 五十嵐　貴久／著
悪左府の女 伊東　潤／著
稽古とプラリネ 伊藤　朱里／著
あなたならどうする 井上　荒野／著
星の子 今村　夏子／著
孤道 内田　康夫／著
日蓮伝説殺人事件 内田　康夫／著
横濱エトランゼ 大崎　梢／著
蜜蜂と遠雷 恩田　陸／著
「永遠の都」は何処に? 加賀　乙彦／著
花しぐれ 梶　よう子／著
疑薬 鏑木　蓮／著
球道恋々 木内　昇／著
さようなら、お母さん 北里　紗月／著
デンジャラス 桐野　夏生／著
本性 黒木　渚／著
決戦!新選組 葉室　麟／著
ホライズン 小島　慶子／著
アンカー 今野　敏／著
モップの精は旅に出る 近藤　史恵／著
じごくゆきっ 桜庭　一樹／著
危険領域 笹本　稜平／著
わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本　理生／著
カタストロフ・マニア 島田　雅彦／著
風とにわか雨と花 小路　幸也／著
東京カウガール 小路　幸也／著
ラブ・ミー・テンダー 小路　幸也／著
めぐみ園の夏 高杉　良／著
神の時空(とき)　[6] 高田　崇史／著
神の時空(とき)　[7] 高田　崇史／著
図書室のピーナッツ 竹内　真／著
ガーデン 千早　茜／著
父 辻　仁成／著
1934年の地図 堂場　瞬一／著
北条早雲　[4] 富樫　倫太郎／著
ドクター・デスの遺産 中山　七里／著
若葉の宿 中村　理聖／著
凄腕 永瀬　隼介／著
掟上今日子の裏表紙 西尾　維新／著
人類最強のときめき 西尾　維新／著
十津川警部高山本線の秘密 西村　京太郎／著
仙石線殺人事件 西村　京太郎／著
ニャンニャンにゃんそろじー 有川　浩／著
私が好きなあなたの匂い 長谷部　千彩／著
武蔵　5 花村　萬月／著
22年目の告白 浜口　倫太郎／著
潮騒はるか 葉室　麟／著
アノニム 原田　マハ／著
踊れぬ天使 原　宏一／著
自閉症のうた 東田　直樹／著
探偵さえいなければ 東川　篤哉／著
白い標的 樋口　明雄／[著]
レスキュードッグ・ストーリーズ 樋口　明雄／著
笑う執行人 久間　十義／著
青の王 廣嶋　玲子／著
薫風のカノン 福田　和代／著
武曲(むこく)　2 藤沢　周／著
新任刑事 古野　まほろ／著
増山超能力師大戦争 誉田　哲也／著
ホサナ 町田　康／著
満月の泥枕 道尾　秀介／著
誰かが見ている 宮西　真冬／著

小  説

おもちゃ絵芳藤 谷津　矢車／著
落語魅捨理(ミステリ)全集 山口　雅也／著
エーゲ海に強がりな月が 楊　逸／著
ピエロがいる街 横関　大／著
楽園 夜釣　十六／著
鍵屋甘味処改　5 梨沙／著
追憶 青島　武／著
トリップ 角田　光代／著
心霊探偵八雲 神永　学／[著]
心霊探偵八雲 神永　学／[著]
心霊探偵八雲 神永　学／[著]
嫁入り 佐伯　泰英／著
虎の尾を踏む 佐伯　泰英／著
にらみ 佐伯　泰英／著
おやつカフェでひとやすみ 瀬王　みかる／著
奪還の日 堂場　瞬一／著
仇討旅 鳥羽　亮／[著]
いのち売り候 鳥羽　亮／[著]
七人の用心棒 鳥羽　亮／著
十津川警部犯人は京阪宇治線に乗った 西村　京太郎／著
時をかける眼鏡　[5] 椹野　道流／著
京都寺町三条のホームズ　[1] 望月　麻衣／著
美しき幻影 森村　誠一／著
ママがほんとうにしたかったこと エリザベス・イーガン／著
ほどける エドウィージ・ダンティカ／著
音楽と沈黙　1 ローズ・トレメイン／著
音楽と沈黙　2 ローズ・トレメイン／著
邂逅 キャンディス・フォックス／著
楽園 キャンディス・フォックス／著
図書館は逃走中 デイヴィッド・ホワイトハウス／著

EVERYTHING,EVERYTHING ニコラ・ユン／著
ハイド ダニエル・ルヴィーン／著
おやすみ、リリー スティーヴン・ローリー／著
ちいさな国で ガエル・ファイユ／著
誘拐されたオルタンス ジャック・ルーボー／著

りんてつ水島臨海鉄道沿線手帖 倉敷商工会議所青年部産学連携委員会／企画・編集

お薬事典　2018年版 郷　龍一／執筆
日本酒語辞典 こいし　ゆうか／著
新明解現代漢和辞典 影山　輝國／編著
新明解国語辞典 山田　忠雄／編
ジーニアス英和辞典 南出　康世／編集主幹
ジーニアス和英辞典 南出　康世／編集主幹

金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 金原　瑞人／監修
現代用語の基礎知識学習版　2018 現代用語検定協会／監修
世界不思議地図 佐藤　健寿／著
もうふりまわされない!怒り・イライラ 名越　康文／監修
みんながいてボクワタシがいる!　大切な家族 池田書店編集部／編
みんながいてボクワタシがいる!　友だちと学校 池田書店編集部／編
ねこねこ日本史でよくわかる日本の歴史 そにし　けんじ／原作
今川義元 加来　耕三／企画・構成・監修
エカチェリーナ2世 迎　夏生／漫画
オールカラー楽しく覚える!都道府県 長谷川　康男／監修
ねこねこ日本史でよくわかる都道府県 そにし　けんじ／原作
よくわかる消防・救急 坂口　隆夫／監修
JC女子力向上BOOK 関川　香織／著
よくわかる薬物依存 阿部　和穂／著
中学生になったら 宮下　聡／著
学校へいきたい!　[5]
5分間のサバイバル　3年生 韓　賢東／マンガ
5分間のサバイバル　4年生 韓　賢東／マンガ
小学生のかっこいい!!自由研究 成美堂出版編集部／編
でんじろう先生のおもしろ科学実験室　1 米村　でんじろう／監修
ワクワク!かわいい!自由研究大じてん 成美堂出版編集部／編
ドラえもん社会ワールド地図のひみつ 藤子・F・不二雄／まんが
地球の超絶現象最驚図鑑 武田　康男／監修
世界恐竜発見地図 ヒサ　クニヒコ／絵・文
NHKダーウィンが来た!　D-3 NHK「ダーウィンが来た!」／原作
NHKダーウィンが来た!　D-4 NHK「ダーウィンが来た!」／原作
微生物のサバイバル　2 ゴムドリco.／文
ようこそ!花のレストラン 多田　多恵子／写真・文
イチゴ 赤木　かん子／作
ダイズ 赤木　かん子／作
どっちが強い!?ヘビvsワニ スライウム／ストーリー
いきもの 北村　直子／イラスト
世界動物アトラス レイチェル・ウィリアムズ／文
みつけたよ!だんごむし
セミの羽化 赤木　かん子／作
昆虫って、どんなの? いしもり　よしひこ／著
はじめて見たよ!セミのなぞ 新開　孝／写真・文
イモリとヤモリ 赤木　かん子／作
臨床工学技士の一日 WILLこども知育研究所／編著
のりもの 結城　嘉徳／イラスト
たべもの はらぺこめがね／イラスト
家族になる日 春日　走太／文
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なぜ?の図鑑 ネコ 今泉　忠明／監修
ビジュアル日本の鉄道の歴史　2 梅原　淳／著
子どものための美術史 アレグザンダー／文
ねこねこ日本史 そにし　けんじ／著
あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ／著
コロコロドミノ装置 野出　正和／著
アイデアいっぱい!おんなのこのメモでおりがみ いしかわ　まりこ／監修
おりがみ大全集 主婦の友社／編
恐竜20 滝口　あきはる／著
ディズニープリンセス折り紙 西田　良子／著
はじめての水泳 阿部　高明／まんが
ジャングルのサバイバル　1 洪　在徹／文
ジャングルのサバイバル　2 洪　在徹／文
釣りにいこうよ! 加藤　康一／著
ストリートダンス教室 EXILE ÜSA／監修
わらいばなし20話 西本　鶏介／監修
どうぶつがっこうとくべつじゅぎょう トビイ　ルツ／作・絵
ポケットのはらうた くどう　なおこ／詩
百人一首壮麗図鑑

だんまりうさぎときいろいかさ 安房　直子／作
カーネーション いとう　みく／作
化けて貸します!レンタルショップ八文字屋 泉田　もと／作
春くんのいる家 岩瀬　成子／作
心霊探偵ゴーストハンターズ　2 石崎　洋司／作
6年1組黒魔女さんが通る!!　03 石崎　洋司／作
キキとジジ 角野　栄子／作
怪談オウマガドキ学園　21 常光　徹／責任編集
怪談オウマガドキ学園　22 常光　徹／責任編集
遠い国から来た少年 黒野　伸一／作
絶叫学級　[19] いしかわ　えみ／原作　絵
時知らずの庭 小森　香折／作
5分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ／編
5分後に戦慄のラスト エブリスタ／編
5分後に涙のラスト エブリスタ／編
きんたろうちゃん 斉藤　洋／作
ぐるりと 島崎　町／[著]
竹取物語 越水　利江子／文
パティシエ☆すばる パティシエ・コンテスト!　1 つくも　ようこ／作
かいけつゾロリたべるぜ!大ぐいせんしゅけん 原　ゆたか／さく・え
かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん 原　ゆたか／さく・え
トキメキ♥図書館　PART1 服部　千春／作
トキメキ♥図書館　PART10 服部　千春／作
トキメキ♥図書館　PART2 服部　千春／作
トキメキ♥図書館　PART3 服部　千春／作
トキメキ♥図書館　PART4 服部　千春／作
トキメキ♥図書館　PART5 服部　千春／作
トキメキ♥図書館　PART6 服部　千春／作
トキメキ♥図書館　PART7 服部　千春／作
トキメキ♥図書館　PART8 服部　千春／作
トキメキ♥図書館　PART9 服部　千春／作
雨ふる本屋とうずまき天気 日向　理恵子／作
まじょ子とプリンセスのキッチン 藤　真知子／作
名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) 青山　剛昌／原作
銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／原作
幻影の町から大脱出 三田村　信行／作
お願い!フェアリー♥　18 みずの　まい／作
給食室の日曜日 村上　しいこ／作
いつも100てん!?おばけえんぴつ むらい　かよ／著
おばけはみんなのみかたです むらい　かよ／著
くじらじゃくし 安田　夏菜／作
ラストで君は「まさか!」と言う　予知夢 PHP研究所／編
ラストで君は「まさか!」と言う　時のはざま PHP研究所／編
ウィル・グレイソン、ウィル・グレイソン ジョン・グリーン／作
こども「シェイクスピア」 齋藤　孝／著
レイミー・ナイチンゲール ケイト・ディカミロ／作
マウスさん一家とライオン ジェームズ・ドーハティ／作
ウォーリアーズ　4-3 エリン・ハンター／作
神々と戦士たち　4 ミシェル・ペイヴァー／著
メキシコへ わたしをさがして パム・ムニョス・ライアン／作

おたんじょうびケーキ アン　マサコ／著
おばけとおでかけ 新井　洋行／作
甲虫のはなし ダイアナ・アストン／文
こなべちゃんのジャム あさみ　いくよ／作
ちゅうちゅうたこかいな 新井　洋行／作
詩ってなあに? ミーシャ・アーチャー／作
ハミングミント あさの　みどり／さく・え
あるあさ イ　ジニ／さく・え
でんしゃのずかん 五十嵐　美和子／作
ホウホウフクロウ 井上　洋介／作
きんぎょとしょうぶ! うどん　あこ／文
ながれながれてながれずし うどん　あこ／文
はらぺこハロルド、なにがみえたの? ケヴィン・ウォルドロン／作
はみがきしないとどうなるの? ごとう　まさる／ぶん
ビーカーくんと放課後の理科室 うえたに夫婦／絵・文
ふしぎな銀の木 シビル・ウェッタシンハ／再話・絵

え ほ ん

よ み も の

むしさんなんのぎょうれつ? オームラ　トモコ／作
あっはっは 川之上　英子／さく・え
かたつむりくん かとう　まふみ／作
ぜったいぜったいひみつだよ アナ・カン／ぶん
モリくんのあめふりぴーまんカー かんべ　あやこ／作
きゃべつばたけのぴょこり 甲斐　信枝／さく
およげ!いぬやまくん きむら　ゆういち／さく
ゆいちゃんのりぼんむすび きたがわ　めぐみ／作・絵
ねこのたまたま 倉本　美津留／さく
金剛山のトラ クォン　ジョンセン／再話
桃太郎が語る桃太郎 岡村　優太／絵
はるですよ くすのき　しげのり／作
リサとガスパールとうきょうへいく アン・グットマン／ぶん
おふとんさん コンドウ　アキ／作
ぼくのイスなのに! ロス・コリンズ／作・絵
おいしいまんまるさん 五味　ヒロミ／さく
すごいぞ!はたらくおとうさん ごとう　まさる／ぶん
うさぎのダンスタイム、はじまるよ! エリー・サンドル／作
へろへろおじさん 佐々木　マキ／さく
ペンギンさんのまくら 桜井　あや／作
かえるぴょん ささめや　ゆき／作
ねがえりごろん 斉藤　洋／さく
このあいだになにがあった? 佐藤　雅彦／作
だれのこどももころさせない 西郷　南海子／文
はいはいあかちゃん 斉藤　洋／さく
しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー／作・絵
ブブのどきどきはいたつや 白土　あつこ／作・絵
キツネとねがいごと カトリーン・シェーラー／作
ほらなにもかもおちてくる ジーン・ジオン／ぶん
はらっぱららら 鈴木　智子／作
ひよこさん 征矢　清／さく
ピッピちゃん 田村　ゆう子
よるのおと たむら　しげる／著
ぼくのつくりかた たけうち　ちひろ／文・切り絵
たまらんちゃん つぼい　じゅり／さく・え
かさちゃんです。 とよた　かずひこ／さく・え
おたすけこびとのにちようび なかがわ　ちひろ／文
しょうぎのくにのだいぼうけん 中倉　彰子／作
そらまめくんのはらっぱあそび なかや　みわ／さく
エーくんビーくんのなんでもつくります! 中垣　ゆたか／[作]
おいしゃさんがこどもだったとき 中川　ひろたか／文
つかまるわけないだろ! ティモシー・ナップマン／文
こけこけコケコッコー にしはら　みのり／作・絵
め・め・め 西内　ミナミ／さく
ろくろっくびのばけねこしまい 二宮　由紀子／文
109ひきのどうぶつマラソン のはな　はるか／作・絵
かっくんこ! 林　よしえ／作
NEWウォーリーをさがせ! マーティン ハンドフォード／作・絵

くまモンとブルービーの大冒険 葉山　祥鼎／文
おまたせクッキー パット=ハッチンス／さく
だいちゃんときんたろう 花山　かずみ／作・絵
くまのまあすけ 馬場　のぼる／作・絵
まあすけのぼうし 馬場　のぼる／作・絵
おべんとうばこのぱっくん ひらの　ゆきこ／さく・え
うまれるまえのおはなし ひだの　かな代／えとぶん
うわのそらいおん ふくなが　じゅんぺい／作・絵
ペンギンピートひみつのぼうけん マーカス・フィスター／作
へんてこレストラン 古内　ヨシ／文
パリのエマ クレール・フロッサール／文・絵
まくらのまーくん ふくとく　しゅうすけ／ぶん
ちょきちょきブロッコリーさん ふくだ　じゅんこ／作・絵
くすのきだんちのあめのひ 武鹿　悦子／作
とんこととん 武鹿　悦子／作
おうさま ディック・ブルーナ／ぶん　え
ふなのりのやん ディック・ブルーナ／ぶん　え
まるぽちゃおまわりさん マーガレット・ワイズ・ブラウン／作

ピピはいっとうしょう! ヒド・ファン・ヘネヒテン／文・絵
しっぱいなんかこわくない! アンドレア・ベイティー／作
冒険!発見!大迷路魔法使いと魔人のランプ 原　裕朗／作・絵
やったね!きつねくん クラウディア・ボルト／さく・え
おべんとうばこあけたらね 松田　奈那子／作
にじいろでんしゃはっしゃしまーす! 間瀬　なおかた／作　絵
ほっぷすてっぷかぶとむし 増田　純子／作
ヤモップさん、ぴたっとかいけつ! 松山　円香／作
でんしゃずし 丸山　誠司／作
にゃんぼー!かわいくなりたい! 宮内　健太郎／文
にゃんぼー!トラとコトラ 宮内　健太郎／文
これあな みやにし　たつや／作・絵
とびだせビャクドー!ジッセンジャー 森田　まさのり／作・絵
かしてあげたいな 八木田　宜子／文
ひとつずつ 八木田　宜子／文
いろいろきのこ 山岡　ひかる／作
ママのて やまもと　ゆうこ／作
おかあさんはね エイミー・クラウス・ローゼンタール／ぶん

ねことさかなとなみぼうず わたなべ　ゆういち／作・絵
ららちゃんとちゅうしゃ 渡辺　智子／さく


