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「つなみ」の子どもたち 森　健／著 東京：文藝春秋 110875028

「地方ならお金がなくても幸せでしょ」とか言うな！ 阿部　真大／著 東京：朝日新聞出版 111978607

１Ｒ１分３４秒 町屋　良平／著 東京：新潮社 111980496

ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ ハンス・ロスリング／著 〔東京〕：日経ＢＰ社 111983649

Ｗ県警の悲劇 葉真中　顕／著 東京：徳間書店 111979894

あちらにいる鬼 井上　荒野／著 東京：朝日新聞出版 111980777

アナログの逆襲 デイビッド・サックス／著 東京：インターシフト 111976015

あふれでたのはやさしさだった 寮　美千子／著 吹田：西日本出版社 111977617

ウイルスの意味論 山内　一也／〔著〕 東京：みすず書房 111981635

ケイレブ ジェラルディン・ブルックス／著 東京：平凡社 111975983

この先をどう生きるか 藤原　智美／著 東京：文藝春秋 111978953

この地上において私たちを満足させるもの 乙川　優三郎／著 東京：新潮社 111978003

この道 古井　由吉／著 東京：講談社 111980710

シリア拘束安田純平の４０か月 安田　純平／著 東京：扶桑社 111979639

すべての、白いものたちの ハン　ガン／著 東京：河出書房新社 111978045

その先の道に消える 中村　文則／著 東京：朝日新聞出版 111970950

データは騙る ゲアリー・スミス／著 東京：早川書房 111984225

トリノトリビア 川上　和人／監修 東京：西東社 111985057

ニムロッド 上田　岳弘／著 東京：講談社 111980470

ピアノ・レッスン アリス・マンロー／著 東京：新潮社 111975256

ほとほと 高樹　のぶ子／著 東京：毎日新聞出版 111980827

マーダーズ 長浦　京／著 東京：講談社 111979787

ミッテランの帽子 アントワーヌ・ローラン／著 東京：新潮社 111978052

めんそーれ！化学 盛口　満／著 東京：岩波書店 120399308

らんちう 赤松　利市／著 東京：双葉社 111981072

闇夜の底で踊れ 増島　拓哉／著 東京：集英社 111982914

英雄の条件 本城　雅人／著 東京：新潮社 111749958

家康に訊け 加藤　廣／著 東京：新潮社 111981783

怪物の木こり 倉井　眉介／著 東京：宝島社 111982823

学校の「当たり前」をやめた。 工藤　勇一／著 〔東京〕：時事通信出版局 111980314

吉田松陰『孫子評註』を読む 森田　吉彦／著 東京：ＰＨＰ研究所 111979233

久坂玄瑞 一坂　太郎／著 京都：ミネルヴァ書房 111983862

救いの森 小林　由香／〔著〕 東京：角川春樹事務所 111981247

極上の孤独 下重　暁子／著 東京：幻冬舎 111956702

駒音高く 佐川　光晴／著 東京：実業之日本社 111980546

芸の心 野村　四郎／著 東京：藤原書店 111985073

月まで三キロ 伊与原　新／著 東京：新潮社 111977302
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拳銃使いの娘 ジョーダン・ハーパー／著 東京：早川書房 111978946

言葉人形 ジェフリー・フォード／著 東京：東京創元社 111977377

骨まで愛して 小泉　武夫／著 東京：新潮社 111980355

昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき／著 東京：文藝春秋 111975199

殺人鬼がもう一人 若竹　七海／著 東京：光文社 111979845

子どもには聞かせられない動物のひみつ ルーシー・クック／著 東京：青土社 111981122

子どもの脳を傷つける親たち 友田　明美／著 東京：ＮＨＫ出版 111794764

自殺会議 末井　昭／著 東京：朝日出版社 111978508

種の起源 チョン　ユジョン／著 東京：早川書房 111985271

樹木希林１２０の遺言 樹木　希林／著 東京：宝島社 111981155

常設展示室 原田　マハ／〔著〕 東京：新潮社 111974879

人類との遭遇 イ　サンヒ／著 東京：早川書房 111983631

図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス／文 東京：晶文社 111979985

政治の衰退　上 フランシス・フクヤマ／著 東京：講談社 111962122

生まれ変わり ケン・リュウ／著 東京：早川書房 111981965

蒼い空へ 木本　美紀／著 東京：小学館 111976403

胎児のはなし 増崎　英明／著 東京：ミシマ社 111982559

大統領失踪　上 ビル・クリントン／著 東京：早川書房 111980660

跳ぶ男 青山　文平／著 東京：文藝春秋 111978920

天命 岩井　三四二／著 東京：光文社 111979860

東京の子 藤井　太洋／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111980702

湯けむり行脚 池内　紀／著 東京：山川出版社 111981130

徳川おてんば姫 井手　久美子／著 東京：東京キララ社 111971925

南極ではたらく 渡貫　淳子／著 東京：平凡社 111985263

日本国紀 百田　尚樹／著 東京：幻冬舎 111976361

日本史の探偵手帳 磯田　道史／著 東京：文藝春秋 111979712

猫がいなけりゃ息もできない 村山　由佳／著 東京：ホーム社 111973079

俳句発想法１００の季語 ひらの　こぼ／著 東京：草思社 110790870

箱の中の天皇 赤坂　真理／著 東京：河出書房新社 111981205

府中三億円事件を計画・実行したのは私です。 白田／著 東京：ポプラ社 111981627

福岡市を経営する 高島　宗一郎／著 東京：ダイヤモンド社 111908331

仏教抹殺 鵜飼　秀徳／著 東京：文藝春秋 111984480

文豪お墓まいり記 山崎　ナオコーラ／著 東京：文藝春秋 111981858

平場の月 朝倉　かすみ／著 東京：光文社 111976502

北朝鮮の漂着船 荒木　和博／著 東京：草思社 111978227

本と鍵の季節 米澤　穂信／著 東京：集英社 111977286

魔眼の匣の殺人 今村　昌弘／著 東京：東京創元社 111981924

名古屋と明治維新 羽賀　祥二／編著 名古屋：風媒社 111975819

明治維新とは何か？ 小路田　泰直／編 東京：東京堂出版 111978433

明日の食卓 椰月　美智子／著 東京：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 111752887


