
〇一般書

書 名 作 者 出 版 社

まことの華姫 畠中 恵 KADOKAWA

雑談力 ストーリーで人を楽しませる
ＰＨＰ新書

百田 尚樹 ＰＨＰ研究所

韓民族こそ歴史の加害者である 石 平 飛鳥新社

スマホ断食 藤原 智美 潮出版社

感情化する社会 大塚 英志 太田出版

ロウソクの科学 改版 角川文庫 ﾌｧﾗﾃﾞｰ/三石 厳 角川書店

みんなのパントマイム シスターひろみ 芸術新聞社

絶景温泉１００ 幻冬舎新書 高橋 一喜 幻冬舎

天子蒙塵 第１巻 浅田 次郎 講談社

明恵上人 白洲 正子 講談社

これが世界と日本経済の真実だ 高橋 洋一 悟空出版

リーチ先生 原田 マハ 集英社

自分だけは『自分の味方』マイペースの力 和田 秀樹 新講社

できる大人の常識力事典 話題の達人倶楽部 青春出版社

脱北者が明かす北朝鮮 秘密警察の恐怖から、近代
化する市民生活まで 別冊宝島 ﾃﾞｲﾘｰＮＫｼﾞｬﾊﾟﾝ 宝島社

絶対に喜ばれる手みやげ１００選 宝島社

おんな城主 井伊直虎と井伊直政の真実
別冊宝島

宝島社

つくって楽しむわら工芸
生活用具・飾り物・縁起物

瀧本 広子
農山漁村文化協
会

マルガリータ 村木 嵐 文藝春秋

世界恐怖図鑑 ２ 吸血鬼・４モンスター・ド
ラゴン

ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｺｯｸｽ
ｽｺｯﾄ・ﾌｫｰﾌﾞｽ

文溪堂

世界恐怖図鑑 ３ 幽霊・モンスター・ゾンビ
ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｺｯｸｽ
ｽｺｯﾄ・ﾌｫｰﾌﾞｽ

文溪堂

漢字のなりたち 日英対訳 白川 静 他 平凡社

社会福祉小六法 平成２８年版 ミネルヴァ書房編集部 ミネルヴァ書房

Ｈ２８．１１月分書籍購入予定 余韻の残る美人になる気品の作法 松平 洋史子 大和書房

日本城郭史
齋藤 慎一
向井 一雄

吉川弘文館

農家が教える手づくり加工・保存の知恵と技 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会

隠蔽捜査 ３．５ 初陣 今野 敏 新潮社

隠蔽捜査 ４ 転迷 今野 敏 新潮社

東京會舘とわたし 下 新館 辻村 深月 毎日新聞出版

第三次世界大戦 ３ パールハーバー奇襲 大石 英司 中央公論社

世界一清潔な空港の清掃人 新津 春子 朝日新聞出版

透明なゆりかご
産婦人科医院看護師見習い日記 ３

沖田 ×華 講談社

コウノトリ 15 鈴ノ木 ユウ 講談社

本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んで
はいられません 第二部 神殿の巫女見習いⅣ 香月 美夜 TOブックス

本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んで
はいられません 第三部 領主の養女Ⅰ 香月 美夜 TOブックス

君の名は 新海 誠 KADOKAWA

盲ろう者として生きて
指点字によるコミュニケーションの復活と再生

福島 智 明石書店

超一流の雑談力 超・実践編 安田 正 文響社

毎日かあさん １３ かしまし婆母娘編 西原 理恵子 毎日出版社

誰も知らない世界のことわざ ｴﾗ・ﾌﾗﾝｼｽ・ｻﾝﾀﾞｰｽ 創元社

メビウス１９７４ 堂場 瞬一 河出書房新社

第三次世界大戦 ４ ゴー・フォー・ブロー
ク！

大石 英司 中央公論新社

人口と日本経済
長寿・イノベーション・経済成長 中公新書

吉川 洋 中央公論新社

透明なゆりかご
産婦人科医院看護師見習い日記 ４

沖田 ×華 講談社



〇絵本

書 名 作 者 出 版 社

みつけてん ジョン・クラッセン クレヨンハウス

七五三だよ一・ニ・三 長野 ヒデ子 佼成出版社

ひろったらっぱ 新美 南吉 新樹社

げたにばける 新美 南吉 鈴木出版

みかんのめいさんち 平田 昌広 鈴木出版

おばあちゃんとバズにのって ﾏｯﾄ･ﾃﾞ･ﾗ･ﾍﾟｰﾆｬ 鈴木出版

イヌカウコドモ 金森 美智子 童話屋

こんなこいるかなおあはんしちえあそびえほん1
やだもん・はっぴ・げらら

有賀 忍 日本図書センター

こんなこいるかなおあはんしちえあそびえほん2
もぐもぐぽいっとなあに

有賀 忍 日本図書センター

こんなこいるかなおあはんしちえあそびえほん3
まねんりんぶるるかんかん

有賀 忍 日本図書センター

こんなこいるかなおあはんしちえあそびえほん4
たずら・ぴかっとぽっけ

有賀 忍 日本図書センター

でてくるでてくる いわた あきこ ひかりのくに

きょうはハロウィン 平山 暉彦 福音館書店

わたしのうさぎハッピー みずしま さくらこ 福音館書店

姨捨山 西本 鶏介 ポプラ社

〇児童書

書 名 作 者 出 版 社

ジュニア空想科学読本5 柳田 理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本6 柳田 理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本7 柳田 理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本8 柳田 理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ほねほねザウルス16 カバヤ食品 岩崎書店

「悩み部」の成長とその緊張 麻希 一樹 学研プラス

都会のトム・ソーヤ14幻夢（上） はやみね かおる 講談社

たのしく学んで心を育てる！くらべる偉人図
鑑（仮）

東京書店

生き抜くための高校数学 芹沢 光雄 日本図書センター

生き抜くための中学数学 芹沢 光雄 日本図書センター

自分にぴったりの薬が見つかる！
漢方薬キャラクター図鑑

新見 正則 日本図書センター

ふくはなにからできているの 佐藤 哲也 福音館書店

だれも知らないアンパンマン やなせ たかし フレーベル館

私のスポットライト 林 真理子 ポプラ社

かいけつゾロリ カレーVSちょうのうりょく 原 ゆたか ポプラ社

かいけつゾロリのじごくりょこう 原 ゆたか ポプラ社


