
登録月 著　者　名 書　　名 出版社

11月 文藝春秋12月号 文芸春秋

11月 米澤穂信 栞と嘘の季節 集英社

11月 奥田英朗 リバー 集英社

11月 内館牧子 老害の人 講談社

11月 宮地尚子 ははがうまれる 福音館

11月 ディーリア・オーエンズ ザリガニの鳴くところ 早川書房

11月 オデット・ガロー 格差の起源 NHK出版

11月 山本文緒 無人島のふたり 新潮社

10月 文芸春秋11月号 文芸春秋

10月 池井戸潤 ハヤブサ消防団 集英社

10月 相沢沙呼 INVERTⅡ 講談社

10月 窪田新之助 農協の闇 講談社現代新書

10月 伊藤穣一 テクノロジーが予測する未来 SB新書

10月 アンディ・ウィアー プロジェクト・ヘイル・メアリー　上 早川書房

10月 アンディ・ウィアー プロジェクト・ヘイル・メアリー　下 早川書房

10月 廣嶋玲子 ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　１ 偕成社

10月 廣嶋玲子 ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　２ 偕成社

10月 廣嶋玲子 ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　３ 偕成社

10月 反田恭平 終止符のない人生 幻冬舎

10月 辻仁成 パリの空の下で息子と朴の3000日 マガジンハウス

10月 アンデシュ・ハンセン 運動脳 サンマーク出版

10月 板野博之 眠れないほど面白い吾妻鑑 三笠書房

10月 畠山健二 本所おけら長屋　19 PHP文芸文庫

10月 濱美由紀 種子島　ロケット打ち上げ 小学館

10月 さくまゆみこ みずをくむプリンセス さえら書房

10月 秋山宏次郎 こどもSDGｓ KANZEN

4月度～１１月度新規購入本



登録月 著　者　名 書　　名 出版社

10月 バウンド SDGｓ超入門 技術評論社

10月 井出留美 SDGｓ時代の食べ方 筑摩書房

10月 高橋真樹 日本のSDGｓ 大月書店

10月 杉山大志 SDGｓの不都合な真実 宝島社

9月 文芸春秋10月号 文芸春秋

9月 凪良ゆう 汝、星のごとく 講談社

9月 結城真一郎 ＃真相をお話しします 新潮社

9月 田中孝幸 13歳からの地政学 東洋経済

9月 辻村深月 嘘つきジェンガ 文藝春秋

9月
養老孟子

ヤマザキマリ
地球、この複雑なる惑星に暮らすこと 文藝春秋

9月 夏井いつき 瓢箪から人生 小学館

9月 水野敬也 夢をかなえるゾウ0ゼロ 文嚮社

9月 朝井リョウ そして誰もゆとらなくなった 文藝春秋

8月 坂本貴志 ほんとうの定年後 講談社現代文庫

8月 文芸春秋９月号 文芸春秋

8月 瀬尾まいこ 掬えば手には 講談社

8月 窪美澄 夜に星を放つ 文藝春秋

8月 高瀬準子 おいしいご飯が食べられますように 講談社

8月 宮部みゆき よって件のごとし 角川書店

8月 新名智 あさとほ 角川書店

8月 畠中恵 こいごころ 新潮社

8月 又吉直樹 その本は ポプラ社

8月 成田悠輔 22世紀の民主主義 SB新書

７月 文芸春秋８月号 文芸春秋

７月 鮫島浩 朝日新聞政治部 KADOKAWA

７月 新川帆立 競争の番人 講談社

７月 町田そのこ 宙ごはん 小学館

７月 西川恵 皇室はなぜ世界で尊敬されるのか 新潮新書



登録月 著　者　名 書　　名 出版社

７月 百田尚樹 禁断の中国史 飛鳥新社

７月 ブレディみかこ 両手にトカレフ ポプラ社

７月 葉石かおり 名医が教える飲酒の科学 日経BP

6月 文芸春秋７月号 文芸春秋

6月 伊坂幸太郎 マイクロスパイ・アンサンブル 幻冬舎

6月 多良美智子 87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし すばる舎

6月 原田ひ香 古本食堂 角川春樹事務所

6月 宇佐見りん くるまの娘 河出書房出版

6月 呉座勇一 頼朝と義時 講談社現代新書

6月 塩野崎淳子
70歳からは超シンプルで栄養がとれる
食事に変える

すばる舎

6月 桐野夏生 燕は戻ってこない 集英社

6月 宮部みゆき きたきた捕物帖Ⅱ　子宝船 PHP研究所

5月 文芸春秋6月号 文芸春秋

5月 新川帆立 剣持麗子のワンナイト推理 宝島社

5月 垣谷美雨 もう別れてもいいですか？ 中央公論新社

5月 東野圭吾 マスカレード・ゲーム 集英社

5月 宇山佳佑 桜のような僕の恋人 集英社文庫

5月 逢坂冬馬 同志少女よ敵を撃て 早川書房

5月 香川照之 香川照之の昆虫すごいぜ図鑑１ NHK出版

5月 香川照之 香川照之の昆虫すごいぜ図鑑２ NHK出版

5月 畠山健二 本所おけら長屋 PHP文芸文庫

5月 伊集院静 もう一度歩きだすために　大人の流儀11 講談社

4月 文芸春秋5月号 文芸春秋

4月 上橋菜穂子 香君（上） 文藝春秋

4月 上橋菜穂子 香君（下） 文藝春秋

4月 今村翔吾 幸村を討て 中央公論新社

4月 川上高志 検証　政治改革 岩波新書

4月 モモコグミカンパニー 御伽の国のみくる 河出書房新社
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4月 柚木麻子 らんたん 小学館

4月 小田雅久仁 残月記 双葉社


