
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.1 ﾃｸ
007.6
019 ｲｹ
021.2 ﾀｶ

（哲学・思想）
147.1
159.7

（歴史・紀行）
209 ｱﾐ
209 ｵﾄ
209.5 ﾋﾝ 1
209.5 ﾋﾝ 2
210
210.3 ﾌﾙ
222 ﾋﾛ
230.5 ｷｸ
281 ﾌﾀ
290.9
290.9
290.9
290.9
290.9
290.9
290.9
290.9
291
291
291
291.3
292.2 ﾐﾔ
293.7

（伝記）
Z 289.2 ｳﾒ

（社会科学）
301 ﾀﾚ
Z 311.7 ﾋｸ
312.1 ｵｵ
315.1 ﾔﾏ
317
318.3 ｻｸ
319.8 ｻﾄ
321
327.1 ﾀｶ

（経済）
332.2 ﾊ
335
335
335.1 ﾏﾂ

藤井　幹久 知識ゼロでも自分でできる!個人事業の始め方 ナツメ社
松原　恭司郎 SDGsがよくわかる本 秀和システム

高橋　隆一 裁判官失格 SBクリエイティブ

馬　文彦 14億人のデジタル・エコノミー 早川書房
マイストリート ビジネス用語図鑑 WAVE出版

佐久間　智之 図解公務員1年目の仕事術 ナツメ社
佐渡友　哲 SDGs時代の平和学 法律文化社
山下　純司 学生生活の法学入門 弘文堂

大下　英治 野中広務権力闘争全史 エムディエヌコーポレーション

山本　太郎 #あなたを幸せにしたいんだ 集英社
若林　恵 次世代ガバメント 黒鳥社

梅若　マドレーヌ レバノンから来た能楽師の妻 岩波書店

ナシーム・ニコラス・タレブ 身銭を切れ ダイヤモンド社
樋口　陽一 リベラル・デモクラシーの現在 岩波書店

SUUMOタウン編集部 わたしの好きな街 ポプラ社
宮内　陽子 日中戦争への旅◎加害の歴史・被害の歴史 合同出版
内田　洋子 もうひとつのモンテレッジォの物語 方丈社

萩原　さちこ 目指せ!全国制覇御城印ガイド 徳間書店
まっぷる淡路島　'20 昭文社
るるぶ山陽山陰ベスト　'21 JTBパブリッシング

ブルーガイドわがまま歩き　20　タイ 実業之日本社
岩崎　元郎 岩崎元郎の地球を遠足 山と溪谷社

まっぷるハワイ　'20 昭文社

地球の歩き方編集室 地球の歩き方　D20（シンガポール） ダイヤモンド・ビッグ社

地球の歩き方編集室 地球の歩き方　D22（アンコール・ワットとカンボジア） ダイヤモンド・ビッグ社

地球の歩き方編集室 地球の歩き方aruco　10（ﾎｰﾁﾐﾝ・ﾀﾞﾅﾝ・ﾎｲｱﾝ） ダイヤモンド・ビッグ社

二木　謙一 征夷大将軍になり損ねた男たち ウェッジ
地球の歩き方編集室 地球の歩き方　A09（イタリア） ダイヤモンド・ビッグ社

地球の歩き方編集室 地球の歩き方　B23（ﾍﾟﾙｰ・ﾎﾞﾘﾋﾞｱ・ｴｸｱﾄﾞﾙ・ｺﾛﾝﾋﾞｱ） ダイヤモンド・ビッグ社

古川　順弘 人物でわかる日本書紀 山川出版社
広中　一成 傀儡政権 KADOKAWA
菊池　良生 ウィーン包囲 河出書房新社

スティーブン・ピンカー 21世紀の啓蒙　上 草思社
スティーブン・ピンカー 21世紀の啓蒙　下 草思社
山本　博文 地図でスッと頭に入る日本史 昭文社

パイインターナショナル

日本ペンクラブ 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 ポプラ社

デイヴィッド・アーミテイジ <内戦>の世界史 岩波書店
尾登　雄平 あなたの教養レベルを劇的に上げる驚きの世界史 KADOKAWA

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2020年　1月 14日号　No.1

○ 一般書 ○

マックス・テグマーク LIFE3.0 紀伊國屋書店
知識ゼロからわかるWindows10 三才ブックス

池上　彰 池上彰と現代の名著を読む 筑摩書房
高林　龍 標準著作権法 有斐閣

亀井　英里 小さな幸せがみつかる世界のおまじない

<表記について> Ｚ＝新書、 Ｒ＝参考図書（禁帯出）、 Ｋ＝郷土資料、 Ｘ＝文庫
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

336
336.2 ｷﾑ
336.2 ﾀﾆ

336.4

336.4
338 ｶﾜ
345.5 ｵｵ
364.6 ﾋﾕ
366.3
367.1 ｸﾄ
367.7 ｶﾜ
367.7 ﾆｼ
367.7 ﾉｸ
369.2 ｻｶ
369.2 ﾌｸ
369.4 ｶﾜ

（教育・文化）
375.2 ﾏﾂ
376.8 ﾏｶ
378 ﾀﾅ
379.9
386.1

383.8 ﾄｳ

（自然科学）
440.4

440.4 1

440.4 4

464.3 ｶｻ
481.3 ｾｷ
481.7

（医学）
491.3 ﾘﾝ
493.4
493.7 ﾀｹ
493.7 ﾆｼ
493.7 ﾊｾ
494.7
494.9 ｲｼ
495 ﾀﾙ
495.4
498.3 ﾏﾂ
498.7 ﾜﾀ

（技術）
518.5 ﾏﾂ
537 ﾉｼ
538
559.1 ｼﾓ
576.9 ｳｲ

（家政）
590 ﾅｶ
590 ﾘｱ
591 ﾖｺ 横山　光昭 退職金がでない人の老後のお金の話 興陽館

キャロライン・ウィーヴァー ザ・ペンシル・パーフェクト 学研プラス

中山　あいこ ためこまない暮らし エムディエヌコーポレーション

riamo 「もたない暮らし」の始め方 すばる舎

野地　秩嘉 スバル プレジデント社
中野　冠 空飛ぶクルマのしくみ 日刊工業新聞社

霜　禮次郎 和銃の歴史 文芸社

松原　英多 もの忘れをこれ以上増やしたくない人が読む本 講談社
渡邉　由 子どもの不調は顔でわかる 産業編集センター

松藤　敏彦 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 丸善出版

石橋　由孝 透析療法 主婦の友社
エレン・ストッケン・ダール からだと性の教科書 NHK出版
加藤　久美子 シニア女性の骨盤臓器脱 NHK出版

西崎　知之 ボケるボケないは「この習慣」で決まる 廣済堂出版
長谷川　和夫 ボクはやっと認知症のことがわかった KADOKAWA
高橋　嗣明 ヘバーデン結節がよくわかる本 宝島社

デイヴィッド・J.リンデン 40人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた 河出書房新社
山田　和彦 胃がん・食道がん病後のケアと食事 法研
竹中　星郎 精神科医がみた老いの不安・抑うつと成熟 朝日新聞出版

笠井　献一 おしゃべりな糖 岩波書店
関口　雄祐 眠れる美しい生き物 エクスナレッジ
萩原　康夫 土の中の美しい生き物たち 朝倉書店

産業編集センター 未来をひらく宇宙のことば 産業編集センター
京都大学宇宙
総合学研究ユニット シリーズ<宇宙総合学>　1 朝倉書店
京都大学宇宙
総合学研究ユニット シリーズ<宇宙総合学>　4 朝倉書店

ジェームス・T.ウェブ わが子がギフティッドかもしれないと思ったら 春秋社
暦生活 まいにち暦生活 ナツメ社
ジャン=リュック
・トゥラ=ブレイス イラストで見る世界の食材文化誌百科 原書房

松田　太希 体罰・暴力・いじめ 青弓社
眞上　久実 必ず!報われる勉強法 誠文堂新光社
田中　康雄 「発達障害」だけで子どもを見ないでその子の「不可解」を理解する SBクリエイティブ

坂井　聡 知的障害や発達障害のある人とのコミュニケーションのトリセツ エンパワメント研究所

福森　伸 ありのままがあるところ 晶文社
川松　亮 市区町村子ども家庭相談の挑戦 明石書店

川上　淳子 高齢者に「キレない」技術 小学館
西田　輝夫 72歳、妻を亡くして三年目 幻冬舎
野口　悠紀雄 「超」現役論 NHK出版

日向　咲嗣 「国民年金」150%トコトン活用術 同文舘出版
千葉　博 入門図解職場のハラスメント<セクハラ・パワハラ・マタハラ>の法律と対策 三修社
くどう　みやこ 誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方 主婦の友社

服部　真和 すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新入管法と外国人雇用の法律問題解決マニュアル 三修社
川野　祐司 いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本 インプレス
大村　大次郎 フツーの人がやるべき最新相続対策 悟空出版

木村　尚義 天才たちの思考法 総合法令出版
谷口　和信 時短と成果が両立する仕事の「見える化」「記録術」 明日香出版社
LGBTとアライのための
法律家ネットワーク 法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド 法研

冨山　真由 定時で帰る女性の仕事ルールと時間術 ナツメ社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

593.3 ﾀｶ
593.8 ﾊﾗ
594.2 ｵｷ
594.3 ﾐｸ
594.7
594.7
596 ｳｴ
596 ｶﾐ
596 ﾀｻ
596.37 ｵﾀ
596.4 ﾎﾝ

（産業）
611.7 ﾅｶ
615.8
619 ﾎｼ
627.5 ﾀﾅ
653.2 ﾜﾀ

（芸術・美術）
Z 721.3 ｼﾏ
724.4
726.1
726.6 ﾖｼ
748 ﾀﾇ
749.2 ﾕｷ
X 756.6 ﾐｳ
764.3
778.2 ｳﾒ
X 778.2 ﾔﾏ
779.1 ﾔﾅ
779.7 ｶｶ

（スポーツ・諸芸）
780.1 ｷｸ
780.7 ﾌｼ
783.7 ｲｼ
783.8 ｲｼ
788.1 20
791.7

（言語）
Z 813.1 ｺﾝ
835 2

（文学）
911 ｵｵ

911.3

916 ｲﾘ
918.6
924.7 ﾘﾕ
930.2 ﾎﾗ
933.6 ﾃｲ
933.7 ｲﾈ
933.7 ｺﾍ
933.7 ｿﾝ
933.7 ﾊﾐ
943.7 ﾕﾝ
953.6 ﾕｺ 1

タサン志麻 志麻さんちのごはん 幻冬舎
小田　真規子 レンチンホットサラダ 文化学園文化出版局

本多　理恵子 おもてなしが疲れる 平凡社

ジーンズで袋物 ブティック社
上田　淳子 父と母へのごはん便 文化学園文化出版局

上島　亜紀 ちゃんと食べてる?親に届ける作りおきおかず ナツメ社

沖　文 日本刺繡の「いろは」 日本ヴォーグ社

三國　万里子 I PLAY KNIT ほぼ日
今作りたいサコッシュ ブティック社

高橋　恵美子 かんたん、素敵手ぬいで着物リメイク 西東社
原　由美子 原由美子のきもの上手 CCCメディアハウス

長岡　淳一 農と食と地域をデザインする 新泉社
農文協 今さら聞けない農薬の話きほんのき 農山漁村文化協会

星名　桂治 乾物便利帖 里文出版
田辺　直樹 育て方がよくわかる世界の食虫植物図鑑 日本文芸社
渡辺　弘之 熱帯の森から あっぷる出版社

島尾　新 水墨画入門 岩波書店
柴崎　博子 水彩画「人物描写」上達のコツ メイツユニバーサルコンテンツ

さくらももこ『ちびまる子ちゃん』を旅する 平凡社
ヨシタケ　シンスケ ものは言いよう 白泉社
田沼　武能 未来へ架ける世界の子ども クレヴィス
雪　朱里 印刷・紙づくりを支えてきた34人の名工の肖像 グラフィック社
三浦　竜 日本史をつくった刀剣50 河出書房新社
音楽の友 生誕250年ベートーヴェンの交響曲・協奏曲 音楽之友社
梅宮　辰夫 不良役者 双葉社
山田　洋次 男はつらいよ寅さんの人生語録改 PHP研究所
柳家　小三治 どこからお話ししましょうか 岩波書店
鏡味　仙三郎 太神楽 原書房

菊地　晃 強く美しく鍛える30のメソッド 光文社
藤本　幸弘 筋肉こそ金なり クロスメディア・パブリッシング

石原　豊一 真のファンなら知っておきたい野球の世界情勢 ベースボール・マガジン社

伊集院　静 一生に一度旅してみたいゴルフコース 日本経済新聞出版社

亰須　利敏 大相撲力士名鑑　令和2年版 共同通信社
堀内　宗心 よくわかる炭点前と灰の扱い 世界文化社

今野　真二 『広辞苑』をよむ 岩波書店
倉林　秀男 ヘミングウェイで学ぶ英文法　2 アスク出版

大岡　信 大岡信『折々のうた』選　俳句2 岩波書店
『美しい「歳時記」の
植物図鑑』編集委員会 美しい「歳時記」の植物図鑑 山川出版社

入江　英樹 ひまのつめあわせ 遊と暇
日本推理作家協会 喧騒の夜想曲(ノクターン) 光文社
龍　應台 永遠の時の流れに 集広舎
マーリン・ホランド オスカー・ワイルドとコーヒータイム 三元社
チャールズ・ディケンズ ドクター・マリゴールド 幻戯書房
マイケル・イネス 陰謀の島 論創社
ジャレット・コベック くたばれインターネット Pヴァイン
ジョージ・ソーンダーズ 十二月の十日 河出書房新社
モーシン・ハミッド 西への出口 新潮社
エルンスト・ユンガー ガラスの蜂 田畑書店
ヴィクトール・ユゴー レ・ミゼラブル　1 平凡社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

963 ﾙｲ
973 ﾌｴ

（日本の小説）
F ｳｴ
F ｳｻ
F ｸﾛ
F ｻｻ
F ｻﾉ
F ｻﾜ
F ﾅｶ
F ﾅｶ 18
F ﾅﾂ
F ﾆｼ
F ﾆｼ
F ﾊﾗ
F ﾌﾙ
F ﾏｽ
F ﾓﾘ
F ﾔﾏ

（小説 文庫）
X 932.5 ｼｴ 31
X 933.7 ｳｴ 1
X 933.7 ｳｴ 2
X 933.7 ｽﾛ
X F ｱｵ 7
X F ｲｼ
X F ｳｴ
X F ｷﾔ
X F ｸｼ
X F ｼﾉ
X F ｼﾊ 1
X F ﾀｲ
X F ﾀｹ 4
X F ﾀﾆ 6
X F ﾁﾉ
X F ﾂｼ
X F ﾄﾊ
X F ﾊﾏ
X F ﾋｽ
X F ﾐﾔ
X F ﾔﾏ 2
X F ﾖｺ

（日本のエッセイ）
E ｲｿ
E ﾉｳ
E ﾍｲ
E ﾏﾂ
X E ﾓﾘ
E ﾓﾘ

（ふるさと資料）　※ふるさとコーナーでは、郷土資料の他に城関係・魚関係の本も置いています。
K 210.4
K 289.1
K 664.6
K 666.6

バレリア・ルイセリ 俺の歯の話 白水社
エレナ・フェッランテ 失われた女の子 早川書房

植松　三十里 梅と水仙 PHP研究所
宇佐美　まこと 黒鳥の湖 祥伝社
黒田　研二 家族パズル 講談社
佐々木　譲 抵抗都市 集英社
佐野　晶 GAP 小学館
澤田　瞳子 稚児桜 淡交社
長尾　和宏 小説「安楽死特区」 ブックマン社
永島　ひろあき さようなら竜生、こんにちは人生　18 アルファポリス
夏樹　玲奈 なないろ 新潮社
西村　賢太 瓦礫の死角 講談社
西村　京太郎 舞鶴の海を愛した男 徳間書店
原　宏一 春とび娘 双葉社
古市　憲寿 奈落 新潮社
増山　実 甘夏とオリオン KADOKAWA
森　絵都 できない相談 筑摩書房
山崎　ナオコーラ リボンの男 河出書房新社

シェイクスピア シェイクスピア全集　31 筑摩書房
マーサ・ウェルズ マーダーボット・ダイアリー　上 東京創元社
マーサ・ウェルズ マーダーボット・ダイアリー　下 東京創元社
カリン・スローター 贖いのリミット ハーパーコリンズ・ジャパン

蒼月　海里 華舞鬼町おばけ写真館　[7] KADOKAWA
石川　智健 この色を閉じ込める 中央公論新社
上田　秀人 愚劣 講談社
喜安　幸夫 幽霊奉行 祥伝社
鯨　統一郎 文豪たちの怪しい宴 東京創元社
篠　綾子 岐山の蝶 集英社
柴田　よしき お勝手のあん　1 角川春樹事務所

大門　剛明 死刑評決 講談社
竹村　優希 さくらい動物病院の不思議な獣医さん　4 双葉社
谷　瑞恵 異人館画廊　[6] 集英社
千野　隆司 繰綿の幻 双葉社
辻堂　魁 希みの文 祥伝社
鳥羽　亮 幽鬼の剣 双葉社
浜田　文人 苦闘 角川春樹事務所

氷月　葵 ひらり圭次郎腕貸し稼業 コスミック出版
宮本　紀子 妹の縁談 角川春樹事務所

山田　正紀 大江戸ミッション・インポッシブル　[2] 講談社
横関　大 アカツキのGメン 双葉社

磯崎　憲一郎 金太郎飴 河出書房新社
能町　みね子 結婚の奴 平凡社
平民金子 ごろごろ、神戸。 ぴあ株式会社関西支社

松永　良平 ぼくの平成パンツ・ソックス・シューズ・ソングブック 晶文社
森　博嗣 つんつんブラザーズ 講談社
森内　俊雄 一日の光あるいは小石の影 アーツアンドクラフツ

福永　真弓 サケをつくる人びと 東京大学出版会

渡邊　大門 本能寺の変に謎はあるのか? 晶文社
本郷　和人 信長 トランスビュー
中原　一歩 マグロの最高峰 NHK出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（参考図書）　※こちらの本は禁帯出のため、貸出ができません。閲覧のみとなりますのでご了承ください。

R 653.2 ﾊﾔ

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ・思想）
01 ｸ
01 ｺ
01 ﾄ
12 ﾀ

（歴史）
21 ｸ
28 ｻ

（社会）
32 ｼ
33 4
36
38
38 ｷ

（科学・天文・地球・生物・からだ）
40 4
44 ﾌ 20
45 ﾔ
48
48 ｵ
49 ﾆ
49 ﾓ

（技術・料理）
50 2
51 2
58 ｺ
59

（産業）
61 ｼ
68 ﾄ

（芸術・スポーツ）
72

76 ｲ
78 1
78 ｶ
78 ｸ
78 ｻ
78 ｽ

小林　康夫 若い人のための10冊の本 筑摩書房
マイク・トムソン 戦場の秘密図書館 文溪堂
竹村　亞希子 易経　青龍の巻

☆ 児童書 ☆

シャーリー・グレン 「走る図書館」が生まれた日 評論社

こどもくらぶ そこが知りたい!発明と特許　2 筑摩書房
幸運社 地球が危ない!プラスチックごみ　2 汐文社
小六　信和 おもしろ“紙学”-紙の未来とわたしたちの生活 くもん出版
福本　美樹 かんたん♥ラブリーときめきお菓子レッスンスペシャル ナツメ社

新泉社

チャールズ・M.・シュルツ
・クリエイティブ・アソシエイツ チャールズ・シュルツ KADOKAWA

池辺　晋一郎 音楽ってなんだろう? 平凡社
スポーツデザイン研究所 オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　1 汐文社
樫崎　茜 わたしのビーナス 講談社
工藤　純子 ぼくらの波を走る! 講談社
真田　久 嘉納治五郎物語 PHP研究所
須藤　靖貴 柔道がすき! 講談社

生源寺　眞一 「いただきます」を考える 少年写真新聞社

豊田　巧 きっぷでGo! ポプラ社

にしもと　おさむ からだのふしぎ 世界文化社
森村　尚登 いのちを救う災害時医療 河出書房新社

藤井　旭 藤井旭の天文年鑑　2020年版 誠文堂新光社
山川　徹 地図で見る日本の地震 偕成社

パンダのあかちゃん ひさかたチャイルド

日本全国祭りと行事図鑑 スタジオタッククリエイティブ

銀城　康子 日本のごはん 農山漁村文化協会

大木　邦彦 たまごの図鑑 あかね書房

小川　誠 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　4 少年写真新聞社

倉本　一宏 はじめての日本古代史 筑摩書房
佐藤　真澄 憎しみを乗り越えて 汐文社

おおうち　えいこ マンガで体験!人気の仕事 小学館

篠田　英朗 はじめての憲法 筑摩書房
国谷　裕子 国谷裕子とチャレンジ!未来のためのSDGs　4 文溪堂

林　将之 樹木の葉 山と溪谷社

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2020年　1月 14日号　No.2

P.5



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（日本のよみもの）
90 1
91 ｱ
91 ｱ 16
91 ｱ 17
91 ｲ 5
91 ｵ
91 ｶ
91 ｷ
91 ｻ 13
91 ﾀ
91 ﾀ
91 ﾄ
91 ﾄ 1
91 ﾉ
91 ﾌ
91 ﾌ 29
91 ﾌ 5
91 ﾐ 2
913.6 2

（外国のよみもの）
93 ｴ
93 ｴ
93 ｵ
93 ｵ
93 ｼ
93 ﾃ 1
93 ﾃ 2
93 ﾒ
93 ﾗ
93 ﾛ
93 ﾜ 16
98 ﾃ

（日本のえほん）
PN ｿ
PN ﾏ
PN ﾐ
PN ﾐ
PN ﾐ
PNC 8
PNC ｲ
PNC ﾏ

（外国のえほん）
PG ｳ
PG ｼ
PG ｽ
PG ﾄ
PG ﾄ
PG ﾎ
PGC 4

秋木　真 怪盗レッド　17 KADOKAWA
石崎　洋司 心霊探偵ゴーストハンターズ　5 岩崎書店

青木　健 大人になるまでに読みたい15歳の海外の詩　1 ゆまに書房
粟生　こずえ 3分間ミステリー ポプラ社
あさば　みゆき いみちぇん!　16 KADOKAWA

オルコット 8人のいとこ 講談社
L.M.オルコット 若草物語 講談社

ニック・エリオポラス MINECRAFTコウモリのなぞ 技術評論社
ニック・エリオポラス MINECRAFTゲームにとびこめ! 技術評論社

おおぎやなぎ　ちか ぼくたちのだんご山会議 汐文社
加藤　英明 ありのままに生きてます KADOKAWA
如月　かずさ ルキとユリーカのびっくり発明びより 講談社

C.V.オールズバーグ ジュマンジ あすなろ書房

そら パンダ星 学研プラス
松丘　コウ ぴのちゃんとさむさむねこ BL出版

二歩 ことばサーカス アリス館
石津　ちひろ パンダしりとりコアラしりとり ポプラ社
まつくら　くみこ だいずさんちはだいかぞく 少年写真新聞社

ジョー・トッド‐スタントン いっぴきぐらしのジュリアン 岩崎書店
エリス・ドラン チョコレート・ウォーズ 光村教育図書

ナルツィザ・ジミホフスカ ちいさなはなよめぎょうれつ 偕成社
片山　ふえ チンチラカと大男 BL出版

アデレイド・ホール みずたまり 好学社
メアリ・ホフマン いろいろいろんなからだのほん 少年写真新聞社

水凪　紅美子 くじらすくい BL出版
MiyaUni しろいおひげなにたべた? KADOKAWA
みやにし　たつや やきいもとおにぎり 鈴木出版

ニック・シャラット ねこと王さま 徳間書店
チャールズ・ディケンズ オリバー・ツイスト　上 偕成社
チャールズ・ディケンズ オリバー・ツイスト　下 偕成社
メグ・メディナ スアレス一家は、今日もにぎやか あすなろ書房
ムア・ラファティ MINECRAFTなぞの日記 竹書房
J.K.ローリング ハリー・ポッターと炎のゴブレット 静山社
ペニー・ワーナー 暗号クラブ　16 KADOKAWA
グリゴーリー・ディーコフ <死に森>の白いオオカミ 徳間書店

佐東　みどり 恐怖コレクター　巻ノ13 KADOKAWA
谷川　俊太郎 谷川俊太郎詩集たったいま 講談社
高瀬　美恵 星のカービィ　スーパーカービィハンターズ大激闘!の巻 KADOKAWA
時海　結以 ちはやぶる 講談社
とうじょうさん はじめて王国　1 小学館
野村　一秋 びっくりしゃっくりトイレそうじ大作戦 佼成出版社
藤本　ひとみ 呪われた恋話(こいばな)は知っている 講談社
藤咲　あゆな 魔天使マテリアル　29 ポプラ社
深海　ゆずは スイッチ!　5 KADOKAWA
宮下　恵茉 学園ファイブスターズ　2 講談社
佐々木　ひとみ みちのく妖怪ツアー　[2] 新日本出版社
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