
書名 著者名 出版社名
東京零年 赤川次郎 集英社
室町瞭乱義満と世阿弥と吉野の姫君 阿部暁子 集英社
水晶庭園の少年たち 蒼月海里 集英社
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 阿野冠 集英社
ｔｈｅ　ＳＩＸザ･ｼﾂｸｽ 井上夢人 集英社
原発ｻｲﾉしﾄﾗﾂﾌﾟ ‐田和樹 集英社
無戸籍の日本人 井戸まさえ 集英社
圧縮！　西郷どん いのうえさきこ 集英社
ひとり白虎会津から長州ヘ 植松三十里 集英社
逢魔が時に会いましよう 荻原浩 集英社
我が家のﾋﾐﾂ 奥田英朗 集英社
左目に映る星 奥田亜希子 集英社
持たざる者 金原ひとみ 集英社
新版悪者見参ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱt加力ー戦記 木村元彦 集英社
ﾏﾀﾞﾗ死を呼ぶ悪魔のｱﾌﾟﾘ 喜多喜久 集英社
世界でただ一つの読書 三宮麻由子 集英社
おれたちの故郷 佐川光晴 集英社
炭鉱町に咲いた原貢野球三池工業高校･甲子園優勝までの軌跡 渾宮優 集英社
九十九藤 西條奈加 集英社
ｲﾉｾﾝﾄ 島本理生 集英社
美女の正体 下村一喜 集英社
虹 周防柳 集英社
明星に歌え 関口尚 集英社
獣医師の森への訪問者たち 竹田津実 集英社
恋するソマリア 高野秀行 集英社
沖縄ｺﾝﾌｨﾃﾞﾝｼｬﾙ楽園の涙 高嶋哲夫 集英社
幸せ嫌い 平安寿子 集英社
｢リベラル｣がうさんくさいのには理由がある 橘玲 集英社
まぼろしの維新西郷隆盛､最期の十年 津本陽 集英社
日付変更線上 辻仁成 集英社
日付変更線下 辻仁成 集英社
勝ち過ぎた監督駒大苫小牧幻の三連覇 中村計 集英社
なんてやつだよろず相談屋繁盛記 野口卓 集英社
陽だまりの天使たちソウルメイト２ 馳星周 集英社
フーテンのマハ 原田マハ 集英社
もつと人生ﾗｸになるｺﾐﾕｶＵＰ超入門書 備瀬哲弘 集英社
スノーマン 一雫ライオン 集英社
日本人の英語はなぜ間違うのか？ マーク･ピーターセン 集英社
北風小説早稲田大学ﾗｸﾞﾋﾞｰ部 藤島大 集英社
偏差値７０からの甲子園僕たちは野球も学業も頂点を目指す 松永多佳倫 集英社
りさ子のガチ恋俳優沼 松渾くれは 集英社
芸人と俳人 又吉直樹 集英社
手のひらの幻獣 三崎亜記 集英社
ユートピア 湊かなえ 集英社
うつくしい人東山魁夷 村上通哉 集英社
暗闇･ｷﾂｽ･それだけでＯｎｌｙ　ｔｈｅ　Ｄａｒｋｎｅｓｓ　ｏｒ　Ｈｅ 森博嗣 集英社
彰義隊遺聞 森まゆみ 集英社
みかづき 森絵都 集英社
中退サークル 百舌涼－ 集英社
ｸｼﾞﾗは歌をうたう 持地佑季子 集英社
手がかりはー皿の中に 八木圭－ 集英社
日本人はなぜ存在するか 興那覇潤 集英社
ラメルノエリキサ 渡辺優 集英社
短編アンソロジー味覚の冒険 南條竹則 集英社
短編アンソロジー患者の事情 北杜夫 集英社
ジヨン万次郎海を渡ったサムライ魂 マーギー･ﾌﾟﾛｲｽ 集英社
ﾌﾞﾙﾂｸﾘﾝの少女 ギヨーム･ﾐﾕﾂｿ 集英社
どこよりも遠し暢所にし拓君ヘ 阿部暁子 集英社
また君と出会う未来のために 阿部暁子 集英社
京都伏見は水神さまのいたはるところ 相川真 集英社
吸血鬼は初恋の味 赤川次郎 集英社
イケメン隔離法 相羽鈴 集英社
映画ﾉﾍﾞﾗｲｽﾞ覚悟はいいかそこの女子。 藍川竜樹 集英社
あなたの人生、交換しますＴｈｅ　Ｌｉ ｆｅ　Ｔｒａｄｅ 一原みう 集英社
あやしバィオリンエ房へようこそ 奥乃桜子 集英社
金物屋夜見坂少年の怪しい副業 紙上ユキ 集英社
私､あなたと縁切ります！　～えのき荘にさようなら～ かたやま和華 集英社
君が死ぬ未来がくるなら､何度でも 茅野実柚 集英社
バスケの神様揉めない部活のはじめ方 木崎菜菜恵 集英社
要･調査事項です！　ななほし銀行監査部ｺﾄﾘ班の困惑 きりしま志帆 集英社
たとぇば君が虚像の世界 くらゆいあゆ 集英社
ゆきうさぎのお品書き６時２０分の肉じやが 小湊悠貴 集英社
うばたまの墨色江戸画帖 佐倉ユミ 集英社
契約結婚はじめました。～椿屋敷の偽夫婦～ 白川紺子 集英社
後宮の烏 白川紺子 集英社
九十九館で真夜中のお茶会を屋根裏の訪問者 白洲梓 集英社
威風堂々悪女 白洲梓 集英社
京都左京区がらくた日和謎眠る古道具屋の凸凹探偵譚 杉元晶子 集英社
魔女の魔法雑貨店黒猫屋猫が導く迷い客の一週間 せひらあやみ 集英社
花嫁レンタル､いかがですか？よろず派遣株式会社 瀬王みかる 集英社
異人館画廊贋作師とまぼろしの絵 谷瑞恵 集英社
拝啓彼方からあなたヘ 谷瑞恵 集英社
異世界温泉郷あやかし湯屋の嫁御寮 高山ちあき 集英社
花木荘のひとびと 高森美由紀 集英社
マグナ･ｷヴｨﾀｽ人形博士と機械少年 辻村七子 集英社
今夜、２つのﾃﾚﾌｫﾝの前。 時本紗羽 集英社
ガーデン･ｵﾌﾞ･フエアリーテイル造園家と緑を枯らす少女 東堂燦 集英社
千早あやかし派遣会社 長尾彩子 集英社
法律は嘘とお金の味方です。京都御所南､吾妻法律事務所の法廷日誌 永瀬さらさ 集英社
どうか､天国に届きませんように 長谷川夕 集英社
七不思議のつくりかた 長谷川夕 集英社
きみを忘れないための５つの思い出 半田畔 集英社
相棒は小学生図書館の少女は新米刑事と謎を解く ひずき優 集英社
誰にも言えない 丸木文華 集英社
雪があたたかいなんていままで知らなかつた 美城圭 集英社
きみがその群青､蹴散らすならばわたしたちにはﾂﾉがある 山本瑶 集英社
鍵屋の隣の和菓子屋さんつつじ和菓子本舗のつれづれ 梨沙 集英社
猫だまりの日々猫小説アンソロジー 谷瑞恵 集英社
とつておきのおやつ。５つのおやつアンソロジー 青木祐子 集英社
猫まみれの日々猫小説アンソロジー 前田珠子 集英社

新着図書案内（２０１９年第１回）


