
書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

1 岩波科学ライブラリー 309　僕とアリスの夏物語　人工知能の、その先へ 谷口 忠大 岩波書店 007.1 タ  

2 ガーファネクストステージ　四騎士+Xの次なる支配戦略 スコット・ギャロウェイ 東洋経済新報社 007.3 ギ  

3 齋藤孝の冒頭文de文学案内　1分で蓄える知識&読みどころ 齋藤 孝 柏書房 019.9 サ  

4 ここに物語が 梨木 香歩 新潮社 019.9 ナ  

5 米澤屋書店 米澤 穂信 文藝春秋 019.9 ヨ  

6 学校!　高校生と考えるコロナ禍の365日
桐光学園中学校・
高等学校 [監修] 左右社 041 コ  

7 朝日キーワード　2023 朝日新聞出版 [編] 朝日新聞出版 059 ア  

8 ひとが優しい博物館　ユニバーサル・ミュージアムの新展開 広瀬 浩二郎 青弓社 069 ヒ  

9 奇妙なアメリカ　神と正義のミュージアム 矢口 祐人 新潮社 069 ヤ  

10 ヨーロッパ史入門　市民革命から現代へ 池上 俊一 岩波書店 081 イ 946 岩崎ジュニア新書

11 人の心に働きかける経済政策 翁 邦雄 岩波書店 081 イ 1908 岩波新書

12 幕末社会 須田 努 岩波書店 081 イ 1909 岩波新書

13 民俗学入門 菊地 暁 岩波書店 081 イ 1910 岩波新書

14 俳句と人間 長谷川 櫂 岩波書店 081 イ 1911 岩波新書

15 性と宗教 島田 裕巳 講談社 081 コ 2647 講談社現代新書

16 教養としての金融危機 宮崎 成人 講談社 081 コ 2648 講談社現代新書

17 平安京の下級官人 倉本 一宏 講談社 081 コ 2649 講談社現代新書

18 資本主義の方程式　経済停滞と格差拡大の謎を解く 小野 善康 中央公論新社 081 チ 2679 中公新書

19 モチベーションの心理学　「やる気」と「意欲」のメカニズム 鹿毛 雅治 中央公論新社 081 チ 2680 中公新書

20 リヒトホーフェン　撃墜王とその一族 森 貴史 中央公論新社 081 チ 2681 中公新書

21 韓国愛憎　激変する隣国と私の30年 木村 幹 中央公論新社 081 チ 2682 中公新書

22 最新版　論文の教室　レポートから卒論まで 戸田山 和久 NHK出版 081 ニ 1272  

23 バカロレアの哲学　「思考の型」で自ら考え、書く 坂本 尚志 日本実業出版社 130 サ  

24 フランスの高校生が学んでいる10人の哲学者 シャルル・ペパン 草思社 130.2 ペ  

25 すばらしきアカデミックワールド　オモシロ論文ではじめる心理学研究 越智 啓太 北大路書房 140.4 オ  

26 岩波科学ライブラリー 308　クオリアはどこからくるのか?　統合情報理論のその先へ 土谷 尚嗣 岩波書店 141.2 ツ  

27 NOISE　[上]・[下]　組織はなぜ判断を誤るのか? ダニエル・カーネマン ほか[著] 早川書房 141.5 ノ 1-2  

28 １４歳の世渡り術　生きのびるための「失敗」入門 雨宮 処凛 河出書房新社 159.7 ア  

29 邪馬台国再考　女王国・邪馬台国・ヤマト政権 小林 敏男 筑摩書房 210.2 コ 新書

30 縄文vs.弥生　先史時代を九つの視点で比較する 設楽 博己 筑摩書房 210.2 シ 新書

31 世界のなかの日本の歴史　一冊でわかる鎌倉時代 大石 学 [監修] 河出書房新社 210.4 イ  
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

32 地図でスッと頭に入る鎌倉・室町時代 山田 邦明 [監修] 昭文社 210.4 チ  

33 歴史文化ライブラリー 540　中世かわらけ物語　もっとも身近な日用品の考古学 中井 淳史 吉川弘文館 210.4 ナ  

34 「室町殿」の時代　安定期室町幕府研究の最前線
久水 俊和 [編]

日本史史料研究会 [監修] 山川出版社 210.4 ム  

35 歴史文化ライブラリー542　リーダーたちの日清戦争 佐々木 雄一 吉川弘文館 210.6 サ  

36 江戸前の海の物語　魚類学者が語る東京湾の歴史と未来 河野 博 原書房 213 コ  

37 世界でいちばん素敵な　ルネサンスの教室 祝田 秀全 [監修] 三才ブックス 230.5 セ  

38 ユダヤ人を救ったドイツ人　静かな英雄たち 平山 令二 鷗出版 234 ヒ  

39 図説　ロシアの歴史 栗生沢 猛夫 河出書房新社 238 ク  

40 人の研究を笑うな　カイチュウ博士81年の人生訓 藤田 紘一郎 ワニ・プラス 289.1 フ  

41 史伝　北条義時　武家政権を確立した権力者の実像 山本 みなみ 小学館 289.1 ホ  

42 ルース・B・ギンズバーグ名言集　新しい時、新しい日がやってくる ルース・B.ギンズバーグ 創元社 289.3 ギ  

43 ネオ・ヒューマン　究極の自由を得る未来 ピーター・スコット‐モーガン 東洋経済新報社 289.3 ス  

44 ウォルト・ディズニー　創造と冒険の生涯 ボブ・トマス 講談社 289.3 デ  

45 メルケル　世界一の宰相 カティ・マートン 文藝春秋 289.3 メ  

46 図説　世界の地域問題　100 漆原 和子 ほか[編] ナカニシヤ出版 290 ズ  

47 戦争とバスタオル
安田 浩一 [文]

金井 真紀 [文と絵]
亜紀書房 291 ヤ  

48 東京のトリセツ２　TOKYO時間旅行  昭文社 291.3 ト 2  

49 東海道五十三次いまむかし歩き旅 高橋 真名子 河出書房新社 291.5 タ  

50 写真と地図でたどる　パリ歴史散歩　古さと新しさが交錯する街パリを発見する18の旅
パスカル・ヴァレジカ
ミュリエル・モンティニ [写真]

原書房 293.5 バ 　

51 アメリカ現代思想の教室　リベラリズムからポスト資本主義まで 岡本 裕一朗 PHP研究所 309 オ 新書

52 くらしのアナキズム 松村 圭一郎 ミシマ社 309.7 マ  

53 13歳からの天皇制　憲法の仕組みに照らして考えよう 堀 新 かもがわ出版 313.6 ホ  

54 ユダヤ人を救った動物園　ヤンとアントニーナの物語 ダイアン・アッカーマン 亜紀書房 316.8 ア  

55 みんなで考えよう18歳成人　大人になるってどういうこと? 神内 聡 くもん出版 324.1 ジ  

56 12歳の少女が見つけたお金のしくみ　小学6年生がやさしく解き明かした経済学の基本 泉 美智子 ほか 宝島社 331 イ  

57 あなたを変える行動経済学　よりよい意思決定・行動をめざして 大竹 文雄 東京書籍 331 オ  

58 アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?　これからの経済と女性の話 カトリーン・マルサル 河出書房新社 331 マ  

59 SDGs、ESG経営に必須!　多様性って何ですか?　D&I、ジェンダー平等入門 羽生 祥子 日経BP 336.4 ハ  

60 税金の世界史 ドミニク・フリスビー 河出書房新社 345.2 フ  

61 「人それぞれ」がさみしい　「やさしく・冷たい」人間関係を考える 石田 光規 筑摩書房 361.4 イ 新書

62 シリーズ　大学生の学びをつくる　メディアリテラシーを学ぶ　ポスト真実世界のディストピアを超えて 坂本 旬 大月書店 361.4 サ  

63 １４歳の世渡り術プラス　10代で知っておきたい「同意」の話　YES、NOを自分で決める12のヒント ジャスティン・ハンコック ほか 河出書房新社 361.4 ハ  

64 偏見や差別はなぜ起こる?　心理メカニズムの解明と現象の分析
北村 英哉 [編]

唐沢 穣 [編]
ちとせプレス 361.4 ヘ  

65 差別はたいてい悪意のない人がする　見えない排除に気づくための10章 キム ジヘ 大月書店 361.8 キ  

66 しごと場見学！　商店街で働く人たち 山下 久猛 ぺりかん社 366.2 シ  
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書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

67 14歳から考えたい　貧困 フィリップ・N・ジェファーソン すばる舎 368.2 ジ  

68 なるにはBooks　介護福祉士になるには 渡辺 裕美 ぺりかん社 375 ナ 100  

69 世界の大学を旅しよう! 三竹 大吉 Jacaranda　Press 377.2 ミ  

70 地理女子が教えるご当地グルメの地理学 尾形 希莉子 　長谷川 直子 ベレ出版 383.8 オ  

71 うしろめたさの人類学 松村 圭一郎 ミシマ社 389 マ  

72 ビーカーくんがゆく!　工場・博物館・実験施設 うえたに夫婦 誠文堂新光社 407 ウ  

73 生命を守るしくみオートファジー　老化、寿命、病気を左右する精巧なメカニズム 吉森 保 講談社 408 ブ 2190 ブルーバックス

74 焼酎の科学　発酵、蒸留に秘められた日本人の知恵と技 鮫島 吉廣 　高峯 和則 講談社 408 ブ 2191 ブルーバックス

75 地球の中身　何があるのか、何が起きているのか 廣瀬 敬 講談社 408 ブ 2192 ブルーバックス

76 人と数学のあいだ 加藤 文元 ほか[著] トランスビュー 410.4 ヒ  

77 物理学図鑑 福江 純 ほか[著] オーム社 420 ブ  

78 知りたいサイエンス！　知られざる水の化学　水の惑星地球の誕生から飲み水まで 齋藤 勝裕 技術評論社 435.4 サ  

79 東京大学の先生伝授　文系のための　めっちゃやさしい　宇宙 吉田 直紀 [監修] ニュートンプレス 440 ブ  

80 時間の終わりまで　物質、生命、心と進化する宇宙 ブライアン・グリーン 講談社 443.9 グ  

81 天気予報活用ハンドブック　四季から読み解く気象災害
オフィス気象
キャスター株式会社 [編] 丸善出版 451.9 テ  

82 海鳥と地球と人間　漁業・プラスチック・洋上風発・野ネコ問題と生態系 綿貫 豊 築地書館 488.6 ワ  

83 ゾウが教えてくれたこと　ゾウオロジーのすすめ 入江 尚子 化学同人 489.7 イ  

84 １４歳の世渡り術　未来の医療で働くあなたへ 奥 真也 河出書房新社 490 オ  

85 タイミングの科学　脳は動作をどうコントロールするか 乾 信之 京都大学学術出版会 491.3 イ  

86 東京大学の先生伝授　文系のための よくわかる 死とは何か 小林 武彦 [監] ニュートンプレス 491.3 ブ  

87 ヒトはなぜ「がん」になるのか　進化が生んだ怪物 キャット・アーニー 河出書房新社 491.6 ア  

88 いのっちの手紙 斎藤 環 　坂口 恭平 中央公論新社 493.7 サ  

89 はじめて学ぶ精神疾患　10代から知っておきたい不安症 新村 秀人 ほか 保育社 493.7 ジ  

90 はじめて学ぶ精神疾患　10代から知っておきたい摂食障害 西園マーハ文 ほか 保育社 493.7 ジ  

91 はじめて学ぶ精神疾患　10代から知っておきたい統合失調症 水野 雅文 ほか 保育社 493.7 ジ  

92 はじめて学ぶ精神疾患　10代から知っておきたいうつ病 仁王 進太郎 ほか 保育社 493.7 ジ  

93 「繊細さん」の4つの才能 コートニー・マルケサーニ SBクリエイティブ 493.7 マ  

94 １４歳の世渡り術　いのちを救う災害時医療 森村 尚登 河出書房新社 498.8 モ  

95 日経テクノロジー展望２０２２　世界を変える100の技術 日経BP [編] 日経BP 504 セ  

96 2050年の地球を予測する　科学でわかる環境の未来 伊勢 武史 筑摩書房 519 イ 新書

97 地図から消える土地　気候変動で激変する地球
クリスティーナ・コンクリン
マリーナ・プサロス 扶桑社 519 コ  

98 15歳からの地球温暖化　学校では教えてくれないファクトフルネス 杉山 大志 育鵬社 519 ス  

99 日本の近代建築ベスト50 小川 格 新潮社 523.1 オ 新書

100 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい　電気自動車の本　第３版 廣田 幸嗣 日刊工業新聞社 537.2 ヒ  

101 宇宙飛行士　野口聡一の全仕事術　「究極のテレワーク」と困難を突破するコミュニケーション力 野口 聡一 世界文化ブックス 538.9 ノ  
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102 今日からモノ知りｼﾘｰｽﾞ　トコトンやさしい　二次電池の本　新版 小山 昇 　脇原 將孝 日刊工業新聞社 572.1 オ  

103 スニーカーの文化史　いかにスニーカーはポップカルチャーのアイコンとなったか ニコラス・スミス フィルムアート社 589.2 ス  

104 18歳からの自炊塾　九州大学　生き方が変わる3か月 比良松 道一 家の光協会 596 ヒ  

105 はじめての和菓子レッスン　決定版 金塚 晴子 　宇佐美 桂子 家の光協会 596.6 カ  

106 科学でわかる　パンの「なぜ?」　Q&Aで理解するパンづくりのコツと技術 梶原 慶春 ほか 柴田書店 596.6 カ  

107 種から種へ　命つながるお野菜の一生 鈴木 純 [文・写真] 雷鳥社 626 ス  

108 日本の馬　在来馬の過去・現在・未来 近藤 誠司 [編] 東京大学出版会 645.2 ニ  

109 人、イヌと暮らす　進化、愛情、社会 長谷川 眞理子 世界思想社 645.6 ハ  

110 図書館司書30人が選んだ猫の本棚　出会いから別れまでの299冊 高野 一枝 郵研社 645.7 タ  

111 猫の「がん」　正しく知って、向き合う 小林 哲也 [監] ねこねっこ 645.7 ネ  

112 いちばんよくわかる!　インコの飼い方・暮らし方 青沼 陽子 [監] 成美堂出版 646.8 イ  

113 さばの缶づめ、宇宙へいく　鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち 小坂 康之 　林 公代 イースト・プレス 667.9 コ  

114 地図鉄のすすめ　魅惑の鉄道路線 今尾 恵介 昭文社 686.2 イ  

115 最新　新幹線事情大研究 川島 令三 草思社 686.2 カ  

116 空と宇宙の食事の歴史物語　気球、旅客機からスペースシャトルまで リチャード・フォス 原書房 687.2 フ  

117 古代から現代までを読み解く　通信の日本史 玉原 輝基 かざひの文庫 692.1 タ  

118 風景印ミュージアム　直径36ミリの中の日本 古沢 保 G.B. 693.8 フ  

119 もっと知りたい　レオナルド・ダ・ヴィンチ　生涯と作品　改訂版 裾分 一弘 [監] 東京美術 702.3 レ  

120 もっと知りたい　イサム・ノグチ　生涯と作品 新見 隆 東京美術 712.5 ノ  

121 Pastel 坂口 恭平 [絵・著] 左右社 723.1 サ  

122 Water 坂口 恭平 [絵・著] 左右社 723.1 サ  

123 もっと知りたい　藤田嗣治　生涯と作品
林 洋子 [監修・著]

内呂 博之 [著]
東京美術 723.1 フ  

124 もっと知りたい　カンディンスキー　生涯と作品 松本 透 東京美術 723.3 カ  

125 もっと知りたい　ゴッホ　生涯と作品 圀府寺 司 東京美術 723.3 ゴ  

126 もっと知りたい　サルバドール・ダリ　生涯と作品 村松 和明 東京美術 723.3 ダ  

127 もっと知りたい　ピカソ　生涯と作品 大高 保二郎 　松田 健児 東京美術 723.3 ピ  

128 もっと知りたい　フェルメール　生涯と作品 小林 頼子 東京美術 723.3 フ  

129 もっと知りたい　ベラスケス　生涯と作品 大高 保二郎 　川瀬 佑介 東京美術 723.3 ベ  

130 もっと知りたい　マティス　生涯と作品 天野 知香 東京美術 723.3 マ  

131 もっと知りたい　マグリット　生涯と作品
南 雄介 [監修・著]

福満 葉子 [著]
東京美術 723.3 マ  

132 朝日新聞報道写真集2022　2021年1月〜12月 朝日新聞社 [編] 朝日新聞出版 748 ア  

133 疫病退散!入手先・由来・ご利益のすべてがわかる　全国厄除け郷土玩具 中村 浩訳 誠文堂新光社 759.9 ナ  

134 ニッポンの音楽批評150年◆100冊 栗原 裕一郎 　大谷 能生 立東舎 762.1 ク  

135 西洋音楽史大図鑑 スティーヴ・コリッソン ほか[著]

ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

762.3 セ  

136 ダンス解剖学　第２版 ジャッキ・グリーン・ハース ベースボール・マガジン社 769.9 ハ  
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137 クリストファー・ノーラン　映画の奇術師  河出書房新社 778.2 ノ  

138 スポーツの仕事ってこんなにある　選手を支えるために「職人の道」を選んだ理由 ベースボール・マガジン社 ベースボール・マガジン社 780.4 ス  

139 チャレンジの意味ってなんだろう?　スポーツの世界に飛び込むため海外での学びを選んだ達人たち ベースボール・マガジン社 ベースボール・マガジン社 780.4 チ  

140 ランニング解剖学　第２版
ジョー・プレオ
パトリック・ミルロイ

ベースボール・マガジン社 782 プ  

141 パラアスリート谷真海　切り拓くチカラ 徳原 海 集英社 782.6 タ  

142 NBAの対コロナ作戦　バブル方式顚末記 ベン・ゴリヴァー 河出書房新社 783.1 ゴ  

143 身になる練習法　バスケットボール　超効率ドリル 森 圭司 ベースボール・マガジン社 783.1 モ  

144 身になる練習法　サッカー　ボールの運び方を鍛えるトレーニング 浅野 智久 ベースボール・マガジン社 783.4 ア  

145 身になる練習法　テニス　大人数対応ドリル 石井 弘樹 ベースボール・マガジン社 783.5 イ  

146 身になる練習法　バドミントン　年間強化ドリル 仲尾 修一 ベースボール・マガジン社 783.5 ナ  

147 身になる練習法　卓球　宮崎義仁式　最先端ドリル 宮崎 義仁 ベースボール・マガジン社 783.6 ミ  

148 身になる練習法　硬式野球　岩井式“心技体”を磨く王道メソッド 岩井 美樹 ベースボール・マガジン社 783.7 イ  

149 イチロー実録　2001-2019 小西 慶三 文藝春秋 783.7 イ  

150 身になる練習法　軟式野球　ビルドアップ式強化ドリル 丸山 王明 ベースボール・マガジン社 783.7 マ  

151 スキー　上達セルフレッスン　動画で練習法とコツをマスター 藤本 剛士 [監] メイツユニバーサルコンテンツ 784.3 ス  

152 スノーボードの誕生　なぜひとは横向きに滑るのか 田嶋 リサ 春陽堂書店 784.3 タ  

153 義足でダンス　両足切断から始まった人生の旅
エイミー・パーディ
ミシェル・バーフォード 辰巳出版 784.3 パ  

154 下町ボブスレーの挑戦　ジャマイカ代表とかなえる夢 細貝 淳一 　奥田 耕士 朝日新聞出版 784.8 ホ  

155 サイクリング解剖学　第２版 シャノン・ソヴンダル ベースボール・マガジン社 786.5 ソ  

156 身になる練習法　柔道　基礎から心技体を鍛える稽古 石田 輝也 ベースボール・マガジン社 789.2 イ  

157 改訂版　羽生善治の　みるみる強くなる　将棋入門　終盤の勝ち方 羽生 善治 [監] 池田書店 796 ハ  

158 改訂版　羽生善治の　みるみる強くなる　将棋入門　序盤の指し方 羽生 善治 [監] 池田書店 796 ハ  

159 勝つ!百人一首　「競技かるた」完全マスター　改訂版 岸田 諭 [監] メイツユニバーサルコンテンツ 798 カ  

160 “深読み”の技法　世界と自分に近づくための14章 小池 陽慈 笠間書院 801.7 コ  

161 音読教室　現役アナウンサーが教える　教科書を読んで言葉を楽しむテクニック 堀井 美香 カンゼン 809.4 ホ  

162 英語の語源大全 清水 建二
すずき ひろし [イラスト] 三笠書房 832 シ  

163 博士と狂人　世界最高の辞書OEDの誕生秘話 サイモン・ウィンチェスター 早川書房 833.1 ウ 文庫

164 タイム・スリップ芥川賞　「文学って、なんのため?」と思う人のための日本文学入門 菊池 良 ダイヤモンド社 910.2 キ  

165 教養としての芥川賞 重里 徹也 　助川 幸逸郎 青弓社 910.2 シ  

166 たんぽるぽる 雪舟 えま 短歌研究社 911.1 ユ  

167 源氏物語解剖図鑑　平安人の暮らしとキモチがマルわかり 佐藤 晃子 [文]
伊藤 ハムスター [イラスト]

エクスナレッジ 913.3 ゲ  

168 ボタニカ 朝井 まかて 祥伝社 913.6 ア  

169 赤と青とエスキース 青山 美智子 PHP研究所 913.6 ア  

170 月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子 宝島社 913.6 ア  

171 木曜日にはココアを 青山 美智子 宝島社 913.6 ア 文庫

5/7 2022年3月新着案内



書　名 著者名 出版社名 請求記号 備考

172 むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳 碧人 双葉社 913.6 ア  

173 塞王の楯 今村 翔吾 集英社 913.6 イ  

174 我が友、スミス 石田 夏穂 集英社 913.6 イ  

175 あしたの幸福 いとう みく 理論社 913.6 イ  

176 ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 新潮社 913.6 エ  

177 ホリー・ガーデン 江国 香織 新潮社 913.6 エ 文庫

178 一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一 集英社 913.6 オ  

179 愚かな薔薇 恩田 陸 徳間書店 913.6 オ  

180 ミニシアターの六人 小野寺 史宜 小学館 913.6 オ  

181 小島 小山田 浩子 新潮社 913.6 オ  

182 めぐりんと私。 大崎 梢 東京創元社 913.6 オ  

183 夜行秘密 カツセ マサヒコ 双葉社 913.6 カ  

184 Schoolgirl 九段 理江 文藝春秋 913.6 ク  

185 ノベライズ　花束みたいな恋をした
坂元 裕二 [原作・脚本]

黒住 光 [著]
リトルモア 913.6 ク  

186 君の名前の横顔 河野 裕 ポプラ社 913.6 コ  

187 夢三十夜
「坊っちゃん文学賞」
書籍編集委員会 [編] 学研プラス 913.6 ゴ  

188 オン・ザ・プラネット 島口 大樹 講談社 913.6 シ  

189 めだか、太平洋を往け 重松 清 幻冬舎 913.6 シ 文庫

190 ブラックボックス 砂川 文次 講談社 913.6 ス  

191 あかずの扉の鍵貸します 谷 瑞恵 集英社 913.6 タ  

192 現代生活独習ノート 津村 記久子 講談社 913.6 ツ  

193 世界の美しさを思い知れ 額賀 澪 双葉社 913.6 ヌ  

194 皆のあらばしり 乗代 雄介 新潮社 913.6 ノ  

195 ディープフェイク 福田 和代 PHP研究所 913.6 フ  

196 カミサマはそういない 深緑 野分 集英社 913.6 フ  

197 セゾン・サンカンシオン 前川 ほまれ ポプラ社 913.6 マ  

198 残照の頂　続　山女日記 湊 かなえ 幻冬舎 913.6 ミ  

199 山女日記 湊 かなえ 幻冬舎 913.6 ミ  

200 らんたん 柚木 麻子 小学館 913.6 ユ

201 ミトンとふびん 吉本 ばなな 新潮社 913.6 ヨ  

202 ミス・サンシャイン 吉田 修一 文藝春秋 913.6 ヨ  

203 生を祝う 李 琴峰 朝日新聞出版 913.6 リ  

204 ことばの歳時記 金田一 春彦 新潮社 914.6 キ 文庫

205 フーテンのマハ 原田 マハ 集英社 915.6 ハ  

206 台北プライベートアイ 紀 蔚然 文藝春秋 923.7 キ  
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207 世界でいちばん弱い妖怪 キム ドンシク 小学館 929.1 キ 新書

208 千個の青 チョン ソンラン 早川書房 929.1 チ  

209 子供の詩の庭
ロバート・ルイス・
スティーヴンソン

毎日新聞出版 931.6 ス  

210 木曜殺人クラブ リチャード・オスマン 早川書房 933.7 オ  

211 クリスマスの殺人　クリスティー傑作選 アガサ・クリスティー 早川書房 933.7 ク  

212 ウォーターダンサー タナハシ・コーツ 新潮社 933.7 コ  

213 ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした マーク・ボイル 紀伊國屋書店 936 ボ  

214 どんぐり喰い エルス・ペルフロム 福音館書店 949.3 ペ  

215 赤い十字 サーシャ・フィリペンコ 集英社 983 フ  

216 シブヤで目覚めて アンナ・ツィマ 河出書房新社 989.5 ツ  
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