
　　　　　　　書名 　　　著者 　　出版社
未来(湊かなえ) 湊かなえ 双葉社
３千円の使い方 原田ひ香 中央公論社
マスカレードナイト 東野圭吾 集英社
女の奥義　無敵のオバサンになるための３３の扉 大石静 文藝春秋
虚ろな十字架 東野圭吾 光文社
部活で使える基本のスポーツテーピング ニチバン 主婦の友社
死の接吻 アイラ・レヴィン 早川書房
改定新版サケマス・イワナのわかる本 井田齊 山と渓谷社
ヒトはなぜ争うのか 若原正己 新日本出版社
レイアウトIllustrator教室 大里浩二 ワークコーポレーション
いつか見たあのイメージを再現できるPhotoshopアイディア帳 ＭｄＮ編集部 ＭｄＮ
犯人に告ぐ２上 雫井脩介 双葉文庫
犯人に告ぐ２下 雫井脩介 双葉文庫
受験脳の作り方 池谷裕二 新潮文庫
希望の地図 重松清 幻冬舎文庫
小さき者へ 重松清 新潮文庫
熱球 重松清 新潮文庫
せんせい 重松清 新潮文庫
卒業ホームラン 重松清 新潮文庫
きよしこ 重松清 新潮文庫
ステップ 重松清 中公文庫
かあちゃん 重松清 講談社文庫
卒業（重松清） 重松清 新潮文庫
卒業（東野圭吾） 東野圭吾 講談社文庫
知って納得！植物栽培のふしぎ　なぜ、そうなるの？そうするの？ 田中修・高橋亘 日刊工業新聞社
君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス
びっくり！すごい！美しい！「橋」と「トンネル」に秘められた日本のドボク 三浦基弘（監修） 実業之日本社
発達障害が輝ける場所を見つけられた理由 栗原類 KADOKAWA
奇跡のリンゴ 石川拓治 幻冬舎文庫
神様の御用人６ 浅葉なつ KADOKAWA
神様の御用人７ 浅葉なつ KADOKAWA
ちはやふる２６ 末次由紀 講談社

新着図書案内（２０１８年第１回）



ちはやふる２７ 末次由紀 講談社
ちはやふる２８ 末次由紀 講談社
ちはやふる２９ 末次由紀 講談社
ちはやふる３０ 末次由紀 講談社
銀の匙１４ 荒川弘 小学館
まるごとわかるトマト: 基礎知識、栽培技術、国内品種から野生種まで完全網羅 田淵　俊人（著） 農耕と園藝
平成３０年度版「フラワー装飾の正しい知識と学科試験問題集」 編集・発行 フラワー装飾技能検定中央協議会
旅の指さし会話帳２　インドネシア　第２版 武部 洋子 (著) 
エコ・コンビニゲーム参加型学習教材　コンビニから社会をよくするしくみを学ぶ（実用品）かながわ新しい環境学習をつくるネットワー (著) 
神様とのおしゃべり さとう みつろう
夜と霧 ヴィクトール・E・フランクル、 池田 香代子
人口減少社会の未来学 内田 樹、 池田 清彦
無敵のソクラテス 池田 晶子、 わたくし、つまりNobody
改訂版坂田アキラの医療看護系入試数学Ⅰ・Aが面白いほどわかる本 坂田アキラ
看護精選問題集　数学　平成３０年度受験用（実力養成シリーズ） 全国数学入試問題研究会
改訂版看護医療学校受験問題集②アクセス数学Ⅰ・A 東京アカデミー
人生を棒に振るスマホ・ネットトラブル 久保田裕・小梶さとみ
その「つぶやき」は犯罪です 神田芳明
学校では教えてくれない大切なこと１２　ネットのルール マンガイラスト　関和之
平凡な革命家の食卓 樋口有介
コンタミ科学汚染 伊与原新
覆面作家 大沢在昌
合理的にありえない 柚月裕子
海馬の尻尾 萩原浩
科学のミカタ 元村有希子
魚だって考える 吉田将之
川と湖を見る知る探る 小倉紀雄
オリジン上下 ダン・ブラウン
この嘘がばれないように 川口俊和
コーヒーが冷めないうちに 川口俊和
身辺整理　わたしのやりかた 曽野綾子
樽とタタン 中島京子
AIｖｓ教科書が読めない子どもたち 新井紀子
終った人 内館牧子
九十歳。何がめでたい 佐藤愛子
「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光紀子



学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一
新カドタ式家庭の生ゴミで簡単土づくり 門田幸代
血も心も―新吸血鬼物語 小梨直（翻訳）
氷菓 米澤穂信
月の部屋で会いましょう (創元海外SF叢書) レイ・ヴクサヴィッチ (著),
告白予行練習 藤谷 燈子
僕は明日　昨日の君とデートする 七月 隆文
不都合な真実２ アルゴア 実業之日本社
絵とき　構造力学 石川敦 オーム社
絵とき　水理学 石川敦 オーム社
絵とき　土木計画 石川敦 オーム社
絵とき　測量 石川敦 オーム社
絵とき　土木施工 石川敦 オーム社
絵とき　コンクリート 石川敦 オーム社
図解入門業界研究 最新農業の動向としくみがよ~くわかる本 単行本  – 中村恵二 (著), 山口大樹 (著) 
【JGAP 実務者のための導入ガイドブック シリーズ2】農場管理を“見える化”し、
食の安全を確保するJGAP 単行本（ソフトカバー）  – 2010/7/28 日本GAP協会
ASIAGAP 実践の手引き 田實 菜穂子 (著) 
絶対にギブアップしたくない人のための 成功する農業 単行本 岩佐 大輝 (著)
スマート農業のすすめ~次世代農業人【スマートファーマー】の心得~ 単行本  – 渡邊 智之 (著),    産業開発機構 (編集) 
かがみの孤城 辻村 深月
羊と鋼の森 宮下 奈都
週末陰陽師~とある保険営業のお祓い日報~ 遠藤遼 SKYHIGH文庫
週末陰陽師 ~とある保険営業の来世サポート~ 遠藤遼 SKYHIGH文庫
星の王子さま サン＝デグショスペン 新潮文庫
都会のトム&ソーヤ(1) はやみねかおる 講談社
神様の子守はじめました。（文庫） 霜月りつ コスミック出版
ドラゴンの谷 サラマンダ・ドレイク
レモンタルト 長野まゆみ 講談社文庫
アナログ 北野たけし 新潮社
ひるなかの流星 ひずき優 集英社オレンジ文庫
キリン 山田悠介 角川文庫
京都寺町三条のホームズ１ 望月麻衣 双葉社
京都寺町三条のホームズ２ 望月麻衣 双葉社
ちはやふる３１ 末次由紀 講談社
ちはやふる３２ 末次由紀 講談社



ちはやふる３３ 末次由紀 講談社
ちはやふる３４ 末次由紀 講談社
ちはやふる３５ 末次由紀 講談社
「ひと粒５万円！」世界一のイチゴの秘密 白石拓 祥伝社
アリエナイ理科の大事典 薬理凶室 三才ブックス
アリエナイ科学の教科書 薬理凶室 ソシム
ざしわらしの代理人 仁科裕貴 KADOKAWA


