
№ 書名 著者 出版社
1 青森県史　資料編：近現代7　 青森県史編纂近現代部会：編 青森県
2 キリスト教年鑑2016年版：平成28年（通巻第59巻） キリスト教年鑑編集委員会：編 キリスト教新聞社
3 人物叢書285　最上義光 伊藤清郎 吉川弘文館
4 永い言い訳 西川美和 文藝春秋社
5 朝が来る 辻村深月 文藝春秋社
6 池上彰が読む「イスラム」世界 池上彰 KADAKAWA
7 岩波新書（新赤版）1580　シリーズ日本中世史②鎌倉幕府と朝廷 近藤成一 岩波書店
8 岩波新書（新赤版）1593　ガルブレイス 伊東光晴 岩波書店
9 岩波新書（新赤版）1594　プーチンとｇ8との終焉 佐藤親賢 岩波書店
10 岩波新書（新赤版）1595　古代東アジアの女帝 入江曜子 岩波書店
11 岩波新書（新赤版）1596　学びとは何か：探求人になるために 今井むつみ 岩波書店
12 岩波新書（新赤版）1597　水の未来：グローバルリスクと日本 沖大幹 岩波書店
13 岩波新書（新赤版）1598　世界の名前 岩波書店辞典編集部編 岩波書店
14 岩波ジュニア新書825　国際情報に強くなる英語キーワード 明石和康 岩波書店
15 岩波ジュニア新書826　生命デザイン学入門 小川葉子、太田邦史 岩波書店
16 岩波ジュニア新書827　保健室の恋バナ+α 金子由美子 岩波書店
17 法廷殺人の証人　赤かぶ検事シリーズ　 和久俊三 光文社文庫
18 黒豹の鎮魂歌　第一部：復讐のヨーロッパ　 大藪晴彦 角川文庫
19 羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋社
20 世界の果てのこどもたち 中脇初枝 講談社
21 君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社
22 フリークス 綾辻行人 角川文庫
23 Fコース 山田悠介 幻冬舎文庫
24 小学生のボクは、鬼のようなお母さんにナスビを売らされました。 原田剛：文、筒井則行：絵 ワイヤーオレンジ
25 おおきな木 シルヴァスタイン・シェル：著、村上春樹：訳 あすなろ書房
26 ママがおばけになっちゃった！ みのぶ 講談社
27 聖書人物おもしろ図鑑：旧約編 古賀博：ほか編、金斗鉉：イラスト 日本キリスト教団出版局

28 ホーンテッド・キャンパス 櫛木理宇 KADAKAWA
29 天久鷹央の推理カルテ 知念実希人 新潮文庫
30 幽落町おばけ駄菓子屋 蒼月海里 KADAKAWA
31 速読×記憶術トレーニング：頭の回転が速くなる 川村明宏、川村真也 日本術業出版社
32 このあとどうしちゃおう ヨシタケシンスケ ブロンズ新社
33 岩波新書（新赤版）1581　シリーズ日本中世史③室町幕府と地方の社会 榎原雅治 岩波書店
34 岩波新書（新赤版）1605　新しい幸福論 橘木俊詔 岩波書店
35 岩波新書（新赤版）1606　憲法と政治 青井未帆 岩波書店
36 岩波新書（新赤版）1607　中国近代の思想文化史 坂元ひろ子 岩波書店
37 岩波ジュニア新書831　自分の顔が好きですか？「顔」の心理学 山口真美 岩波書店
38 岩波ジュニア新書828　人生の答えは家庭科に聞け！ 堀内かおる、南野忠晴：共著、和田フミエ：画 岩波書店
39 岩波ジュニア新書829　恋の相手は女の子 室井舞花 岩波書店
40 岩波ジュニア新書830　通訳になりたい！ゼロからめざせる10の道 松下佳世 岩波書店
41 岩波新書（新赤版）1599　18歳からの民主主義 岩波新書編集部編 岩波書店
42 岩波新書（新赤版）1600　憲法の無意識 柄谷行人 岩波書店
43 岩波新書（新赤版）1601　原発プロパガンダ 本間龍 岩波書店
44 岩波新書（新赤版）1602　ブラックバイト：学生が危ない 今野晴貴 岩波書店
45 岩波新書（新赤版）1603　丹下健三：戦後日本の構想者 豊川斎赫 岩波書店
46 岩波新書（新赤版）1604　風土記の世界 三浦佑之 岩波書店
47 人物叢書286　慶滋保胤 小原仁 吉川弘文館
48 ブリタニカ国際年鑑2016年版 岡野和則：編 ブリタニカ・ジャパン株式会社

49 呼出し秀男の相撲ばなし 山本秀男 現代書館
50 君がここにいるということ：小児科医と子どもたちの18の物語 緒方髙司 草思社
51 外崎長三郎八十八年のあゆみ：一九０四年～一九九二年 外崎幸江、家族一同編 外崎幸江
52 ビビリ EXILE　HIRO 幻冬舎
53 いなくなれ、群青 河野裕 新潮文庫
54 マジック+ツリーハウス1　恐竜の谷の大冒険 オズボーン・メアリー：著、食野雅子：訳 KADOKAWA
55 マジック+ツリーハウス2　女王フュテピのなぞ オズボーン・メアリー：著、食野雅子：訳 KADOKAWA
56 マジック+ツリーハウス3　アマゾン大脱出 オズボーン・メアリー：著、食野雅子：訳 KADOKAWA
57 僕は君を殺せない 長谷川夕 集英社オレンジ文庫

58 おやすみ、ロジャー：魔法のぐっすり絵本 ヨハン・エリーン＝カール 飛鳥新社
59 Ｂｅｃａｕｓｅ　Ｉ　ａｍ　ａ　Ｇｉｒｌ : わたしは女の子だから ティム・ブッチャー、グオ　シャオルー、ジョアン・ハリス、キャシー・レット、デボラ・モガー、マリー・フィリップス、アーヴィン・ウェルシュ：著角田光代：訳 英治出版
60 天才 石原慎太郎 幻冬舎
61 私は13歳、学校に行けずに花嫁になる。 交易財団法人プラン・ジャパン：著 トウ堂出版
62 勇気がもらえる145の言葉 北島康介、イチローほか 講談社
63 ＵＳＪのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか？ 森岡毅 角川文庫



64 砂漠の女ディリー ワリス・ディリー：著、武者圭子：訳 草思社文庫
65 負けを生かす技術 為末大 朝日新聞出版
66 長谷川町子の漫画大会：町子・戦中の仕事 長谷川町子 小学館
67 なるにはBOOKS5　販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野恵子 ぺりかん社
68 なるにはBOOKS144　気象予報士・予報官になるには 金子大輔 ぺりかん社
69 岩波ジュニア新書833　クマゼミから温暖化を考える 沼田英治 岩波書店
70 岩波ジュニア新書834　英語に好かれるとっておきの方法：4技法を身につける 横山カズ 岩波書店
71 岩波新書（新赤版）1608　ヴェネツィア：美の都の一年 宮下規久朗 岩波書店
72 岩波新書（新赤版）1609　自由民権運動：デモクラシーの夢と挫折 松沢裕作 岩波書店
73 岩波新書（新赤版）1611　科学者と戦争 池内了 岩波書店
74 君がいるときはいつも雨 山田悠介 文芸社文庫
75 ブラック 山田悠介 文芸社文庫
76 93番目のキミ 山田悠介 文芸社文庫
77 天使が怪獣になる前に 山田悠介 文芸社文庫
78 配信せずにはいられない 山田悠介 文芸社文庫
79 言の葉の庭 新海誠 角川文庫
80 天声人語2016春　[英文対照]ＶＯＬ184 朝日新聞論説委員室：編 原書房
81 ホーンテッド・キャンパス：幽霊たちとチョコレート 櫛木理宇 KADAKAWA
82 ホーンテッド・キャンパス：桜の宵の満開の下 櫛木理宇 KADAKAWA
83 ホーンテッド・キャンパス：死者の花嫁 櫛木理宇 KADAKAWA
84 僕の隣で勝手に幸せになってください 蒼井ブルー KADOAKAWA
85 三番町のコタカさん：大妻学院創始者大妻コタカ伝 工藤美代子 ワック株式会社
86 人をつくる言葉 大村智 毎日新聞社
87 たどりつく力 フジコ・ヘミング 幻冬舎新書
88 ヤバい心理学：眠れなくなるほど面白い 神岡真司：監修 日本文芸社
89 料理嫌いだった私が「365日×15年」毎日台所に立ち続けた理由 宮川順子 ぴあ株式会社
90 三浦綾子366のことば 三浦綾子 日本キリスト教団出版局

91 99のなみだ・結：涙がこころを癒す短編小説集 リンダブックス編集部 泰文堂
92 続・わが闘争：生存圏と領土問題 ヒトラー・アドルフ：著、平野一郎：訳 KADOAKAWA
93 尾木ママの親だからできる「こころ」の子育て 尾木直樹 PHP研究所
94 14歳の世渡り術　56　生命の始まりを探して僕は生物学者になった 長沼毅 河出書房新社
95 なるにはBOOKS91　ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには 井上こみち ぺりかん社
96 西の善き魔女1　セラフィールドの少女 荻原規子 角川文庫
97 西の善き魔女2　秘密の花園 荻原規子 角川文庫
98 西の善き魔女4　世界のかなたの森 荻原規子 角川文庫
99 西の善き魔女3　薔薇の名前 荻原規子 角川文庫
100 心晴日和 喜多川泰 幻冬舎
101 また、同じ夢を見ていた 住野よる 双葉社
102 海の見える理髪店 荻原浩 集英社
103 ＮＡＫＵＮＡ 蒼井ブルー KADOAKAWA
104 働く男 星野源 文春文庫
105 パラレルワールド・ラブストーリー 東野圭吾 講談社文庫
106 インビジブル・レイン 誉田哲也 光文社文庫
107 岩波ジュニア新書832　10分で読む日本の歴史 NHK「10min。ボックス」制作班：編 岩波書店
108 岩波ジュニア新書835　綾瀬はるか「戦争」を聞くⅡ TBSテレビ「NEWS23」取材班：編 岩波書店
109 岩波ジュニア新書836　30代記者たちが出会った戦争：激戦地を歩く 共同通信社会部：編 岩波書店
110 岩波ジュニア新書837　地球温暖化は解決できるのか：パリ協定から未来へ！ 小西雅子 岩波書店
111 岩波新書（新赤版）1612　古代出雲を歩く 平野芳秀 岩波書店
112 岩波新書（新赤版）1613　孫文：近代化の岐路 深町英夫 岩波書店
113 岩波新書（新赤版）1614　ルポ看護の質：患者の命は守られるのか 小林美希 岩波書店
114 岩波新書（新赤版）1582　シリーズ日本中世史④分裂から天下統一へ 村井章介 岩波書店
115 先駆者たちの道のり 岩渕孝文（卒業生）ほか 学研
116 記録への挑戦、自分との闘い 岩渕孝文（卒業生）ほか 学研
117 チームワークと絆 岩渕孝文（卒業生）ほか 学研
118 勝利とスポーツマンシップ 岩渕孝文（卒業生）ほか 学研
119 すべてはスポーツのために 岩渕孝文（卒業生）ほか 学研
120 勝利を支える愛情 岩渕孝文（卒業生）ほか 学研
121 人物叢書287　天智天皇 森公章 吉川弘文館
122 アッシジの聖フランシスコ 藤城清治 女子パウロ会
123 コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋社
124 天声人語2016夏　[英文対照]ＶＯＬ185 朝日新聞論説委員室：編 原書房
125 とっぴんぱらりの風太郎　　　※2016年9月12日井上嘉名芽先生寄贈 万城目学 文芸春秋
126 専門学校受験看護医療系の小論文 村本正紀 文英堂
127 看護学校に合格する勉強法 黒沢賢一 ＹＥＬＬ



128 ざんねんないきもの事典 今泉忠明：監修 高橋書店
129 14歳の世渡り術　57　ゆかいな日本語：学校では教えてくれない 今野真二 河出書房新社
130 東奥年鑑2017平成29年 東奥日報社：編 東奥日報社
131 日本のほとけさまに甘える：たよれる身近な17仏 大江吉秀：文、田中ひろみ：絵 東邦出版
132 ハゲ川柳 ツル多はげます会：著、竹浪正造：絵 河出書房新社
133 孫文を助けた山田良政兄弟を巡る旅 岡井禮子 彩流社
134 孫文を助けた山田良政兄弟を巡る旅　　　※著者寄贈 岡井禮子 彩流社
135 こども孫子の兵法：強くしなやかなこころを育てる！ 齋藤孝：監修 日本図書センター
136 夢のお仕事さがし大図鑑1　飲食とサービスの仕事　 夢のお仕事さがし大図鑑編集委員会：編 日本図書センター
137 夢のお仕事さがし大図鑑2　いのちと教育にかかわる仕事　 夢のお仕事さがし大図鑑編集委員会：編 日本図書センター
138 夢のお仕事さがし大図鑑3　くらしと安全を守る仕事　 夢のお仕事さがし大図鑑編集委員会：編 日本図書センター
139 夢のお仕事さがし大図鑑4　マスコミとアートの仕事　 夢のお仕事さがし大図鑑編集委員会：編 日本図書センター
140 夢のお仕事さがし大図鑑5　芸能とスポーツの仕事　 夢のお仕事さがし大図鑑編集委員会：編 日本図書センター
141 君を読む 蒼井ブルー 河出書房新社
142 小説君の名は 新海誠 角川文庫
143 少しかしこくなれる栄養素の話 上杉宰世：監修 ナイクス
144 寿命図鑑 いろは出版：著、やまぐちかおり：絵 いろは出版
145 消化・吸収・代謝のしくみと栄養素のはたらき 山中英治：編 MCメディカ出版
146 田中角栄心を打つ話 別冊宝島社 宝島社
147 五能線物語：「奇跡のローカル線」を生んだ最強の現場力 遠藤功 PHP研究所
148 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館
149 なるにはBOOKS19　司書になるには 森智彦 ぺりかん社
150 14歳の世渡り術　58　世渡り術の昆虫たち 海野和男 河出書房新社
151 日本史リブレット96　感染症の近代史 内海孝 山川出版社
152 なるにはBOOKS73　自然保護レンジャーになるには 須藤ナオミ、藤原祥弘 ぺりかん社
153 陸羯南会誌：第二号　陸羯南を楽しむ 羯南会：編、高木宏寺、舘田勝弘、有山輝雄、ほか 羯南会
154 陸羯南を語る：正岡子規書簡夏目漱石宛 羯南会：編 羯南会
155 中国語コミュニケーション：入門初級 植村麻紀子 Jリサーチ出版
156 スラスラ話せる韓国語入門：そのまま使えるフレーズ満載 OFFICE　JOE：編著 Jリサーチ出版
157 10代のための座右の銘：今を変える未来を変える 大泉書店編集部 大泉書店
158 大相撲の道具ばなし 坂本俊夫 現代書館
159 日本で老いて死ぬということ 朝日新聞迫る2025ショック取材班 朝日新聞出版
160 給食費未納：子どもの貧困と食生活格差 鳫咲子 光文社新書
161 青森県史　資料編：中世4　 青森県史編纂委員会：編 青森県
162 青森県の教育：平成23年版（平成22年度の実績） 青森県教育委員会：編 青森県教育委員会
163 青森県の教育：平成24年版（平成23年度の実績） 青森県教育委員会：編 青森県教育委員会
164 青森県の教育：平成27年版（平成26年度の実績） 青森県教育委員会：編 青森県教育委員会
165 青森県の教育：平成28年版（平成27年度の実績） 青森県教育委員会：編 青森県教育委員会
166 教育関係職員録　平成２６年４月１日現在（2014） 青森県市町村教育委員会連絡協議会・編 青森県市町村教育委員会

167 全国私立中学高等学校名簿：平成２５年度版 日本私立中学高等学校連合会：編 日本私立中学高等学校連合会

168 全国私立中学高等学校名簿：平成２６年度版 日本私立中学高等学校連合会：編 日本私立中学高等学校連合会

169 全国高等学校一覧：平成２５年度版 全国高等学校長協会：編 全国高等学校長協会

170 全国高等学校一覧：平成２６年度版 全国高等学校長協会：編 全国高等学校長協会

171 全国高等学校一覧：平成２７年度版 全国高等学校長協会：編 全国高等学校長協会

172 岩波新書（新赤版）1615　天下と天朝の中国史 壇上寛 岩波書店
173 岩波新書（新赤版）1616　アメリカ政治の壁：利益と理念の狭間で 渡辺将人 岩波書店
174 岩波新書（新赤版）1617　やさしい日本語：多文科共生社会へ 庵功雄 岩波書店
175 岩波新書（新赤版）1618　鳥獣害：動物たちと、どう向き合うか 祖田修 岩波書店
176 岩波新書（新赤版）1619　戦国と宗教 神田千里 岩波書店
177 岩波新書（新赤版）1620　日本の一文３０選 中村明 岩波書店
178 岩波新書（新赤版）1621　ルポ貧困女子 飯島裕子 岩波書店
179 岩波新書（新赤版）1622　経済学のすすめ 佐和隆光 岩波書店
180 岩波新書（新赤版）1623　魚と日本人：食と職の経済学 濱田武士 岩波書店
181 岩波新書（新赤版）1624　ルポ難民追跡：バルカンルートを行く 坂口裕彦 岩波書店
182 岩波新書（新赤版）1625　弘法大師空海と出会う 川崎一洋 岩波書店
183 岩波新書（新赤版）1626　読書と日本人 津野海太郎 岩波書店
184 岩波ジュニア新書838　ハッブル：宇宙を広げた男 家正則 岩波書店
185 岩波ジュニア新書839　ノーベル賞でつかむ現代科学 小山慶太 岩波書店
186 岩波ジュニア新書840　徳川家が見た戦争 徳川宗英 岩波書店
187 岩波ジュニア新書841　研究するって面白い！ 伊藤由佳里：編著 岩波書店
188 岩波ジュニア新書842　紛争・対立・暴力：世界の地域から考える 西崎文子、武内進一 岩波書店
189 岩波ジュニア新書843　期待はずれのドラフト１位 元永知宏 岩波書店
190 一日一日、強くなる：伊調馨の壁を乗り越える」言葉 伊調馨 講談社α新書
191 シュート大全：バスケットボール フィリッピー・アダム：著、佐良土茂樹：訳 スタジオタック・クリエイティブ



192 優しい死神の飼い方 知念実希人 光文社文庫
193 ハリー・ポッターシリーズ8　 ローリング. J. K. 1965-、松岡 佑子・訳 静山社
194 文藝春秋2017年の論点100 文藝春秋社：編 文藝春秋社
195 西の善き魔女5　闇の左手 荻原規子 角川文庫
196 西の善き魔女6　金の糸紡げば 荻原規子 角川文庫
197 西の善き魔女7　銀の鳥プラチナの鳥 荻原規子 角川文庫
198 西の善き魔女8　真昼の星迷走 荻原規子 角川文庫
199 現代用語の基礎知識2017 自由国民社：編 自由国民社
200 ドグラ・マグラ　上 夢野久作 角川文庫
201 ドグラ・マグラ　下 夢野久作 角川文庫
202 ハリー・ポッターシリーズ７-Ⅲ　ハリー・ポッターと死の秘宝 ローリング. J. K. 1965-、松岡 佑子・訳 静山社ペガサス文庫

203 ハリー・ポッターシリーズ７-Ⅲ　ハリー・ポッターと死の秘宝 ローリング. J. K. 1965-、松岡 佑子・訳 静山社ペガサス文庫

204 99のなみだ：本当にあったこころを癒す10の物語　第五夜 リンダパブリシャーズ：企画 泰文堂
205 元号でたどる日本詩 グループＳＫＩＴ ＰＨＰ文庫
206 ホーンテッド・キャンパス：恋する終末論者 櫛木理宇 KADAKAWA
207 ホーンテッド・キャンパス：雨のち雪月夜 櫛木理宇 KADAKAWA
208 ホーンテッド・キャンパス：なくせない鍵 櫛木理宇 KADAKAWA
209 ホーンテッド・キャンパス：この子のななつのお祝いに 櫛木理宇 KADAKAWA
210 ホーンテッド・キャンパス：春でおぼろで桜月 櫛木理宇 KADAKAWA
211 ホーンテッド・キャンパス：きみと惑いと菜の花と 櫛木理宇 KADAKAWA
212 エムブリヲ奇譚 山白朝子 角川文庫
213 真夏の方程式 東野圭吾 文春文庫
214 怒鳴り癖 藤田宜永 文藝春秋
215 ドラゴンファイア　Arknoah2 乙一 集英社
216 神さまのコドモ 山田悠介 幻冬舎
217 蜜蜂と遠雷 恩田陸 幻冬舎
218 ミッケ!ゴーストハウス :こわいけどおもしろいかくれんぼ絵本 マルゾーロ・ジーン：文 小学館
219 ミッケ!たからじま：わくわくさせるかくれんぼ絵本 マルゾーロ・ジーン：文 小学館
220 ミッケ!がっこう：あたらしくてなつかしいかくれんぼ絵本 マルゾーロ・ジーン：文 小学館
221 ミッケ!ファンタジー：おとこのこもおんなのこもかくれんぼ絵本 マルゾーロ・ジーン：文 小学館
222 天声人語2016秋　[英文対照]ＶＯＬ186 朝日新聞論説委員室：編 原書房
223 日本基督教団年鑑2017（通巻第68巻） 日本基督教団事務局：編 日本基督教団
224 なるにはBOOKS1　パイロットになるには 阿施光南 ぺりかん社
225 なるにはBOOKS47　歯科衛生士・歯科技工士になるには 宇田川廣美 ぺりかん社
226 なるにはBOOKS92　動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡昌江 ぺりかん社
227 青森県立田名部高等学校 青森県立田名部高等学校 青森県立田名部高等学校

228 青森県立八戸第二養護学校 青森県立八戸第二養護学校 青森県立八戸第二養護学校

229 弘前ラグビーフットボール協会創立50周年記念誌 弘前ラグビーフットボール協会：編 弘前ラグビーフットボール協会

230 写真で見る体育・スポーツ百年史 上沼八郎 日本図書センター
231 せかいでいちばんつよい国 マッキー・デビッド：著、なかがわちひろ：訳 光村教育図書株式会社

232 築地市場：絵でみる魚市場の一日 モリナガ　ヨウ：作・絵 小峰書店
233 キッズペディア地球館：生命の星のひみつ 神奈川県立生命の星・地球博物館監修 小学館
234 戦後青森県政治史1945年～2015年（みちのく政治叢書1巻） 藤本一美 志學社
235 東北近代文学事典　 日本近代文学会東北支部：編 勉誠出版
236 天皇と皇室典範（別冊宝島2517号） 橋詰久史：編 宝島社
237 武士と印刷（津軽信政、写本津軽一統志） 図録論文：川井昌太郎ほか 印刷博物館
238 アンデッド不死症 周木律 実業之日本社
239 百姓の力：江戸時代から見える日本　　　※社会科寄贈 渡辺尚志 菓子和書房
240 徳川宗春：江戸を越えた先見力　　※社会科寄贈 北川宥智 風媒社
241 江川太郎左衛門の生涯 堀内永人 栄光出版社
242 品川宿遊里三代　　　※社会科寄贈 秋谷勝三 青蛙房
243 宮沢賢治100の言葉：人生に希望を見出すための羅針盤 宝島取材班：編 宝島社
244 高校生からの法学入門 中央大学法学部：編 中央大学出版部
245 人生最後のご馳走 青山ゆみこ 幻冬舎
246 高校生に知ってほしい心理学 宮本聡介、伊藤拓 学分社
247 本多庸一物語 弘前学院 弘前学院
248 最後の零戦乗り 原田要 宝島社文庫
249 この世界の片隅に：ノベライズ こうの史代：原作、蒔田陽平：ノベライズ 双葉文庫
250 14歳の世渡り術　59　正しい目玉焼きの作り方 森下えみこ：イラスト 河出書房新社
251 「家栽の人」から君への遺言：佐世保高一同級生殺害事件と少年法 毛利甚八 講談社
252 もうひとつの京都 カー・アレックス 世界文化社
253 六千人の命のビザ 杉原幸子 大正出版
254 日本人の誇り 藤原正彦 文春新書
255 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉1　長谷川町子 井上健二：構成・文 筑摩書房



256 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉2　藤子・Ｆ・不二雄 中島佳乃：構成・文 筑摩書房
257 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉3　本田宗一郎 民井雅弘：構成・文 筑摩書房
258 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉4　黒澤明 大友麻子：構成・文 筑摩書房
259 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉5　岡本太郎 山口謡司：構成・文 筑摩書房
260 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉6　安藤百福 大塚常好：構成・文 筑摩書房
261 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉7　市川房枝 今井秀和：構成・文 筑摩書房
262 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉8　やなせたかし 大友麻子：構成・文 筑摩書房
263 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉9　小泉八雲 斎藤真理子：構成・文 筑摩書房
264 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉10　石井桃子 桜井裕子：構成・文 筑摩書房
265 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉11　武満徹 莇田清二：構成・文 筑摩書房
266 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉12　マリ・キュリー 川畑英毅：構成・文 筑摩書房
267 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉13　ワンガリ・マータイ 黒瀬朋子：構成・文 筑摩書房
268 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉14　スティーブ・ジョブズ 石川拓治：構成・文 筑摩書房
269 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉15　フリーダ・カーロ 寺田和代：構成・文 筑摩書房
270 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉16　レイチェル・カーソン 新山一彦：構成・文 筑摩書房
271 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉17　ココ・シャネル 寺田和代：構成・文 筑摩書房
272 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉18　アルベルト・アインシュタイン 笠谷寿弘：構成・文 筑摩書房
273 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉19　マーガレット・サッチャー 石飛カノ：構成・文 筑摩書房
274 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉20　ネルソン・マンデラ 斎藤真理子：構成・文 筑摩書房
275 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉21　ヘレン・ケラー 五十嵐佳子：構成・文 筑摩書房
276 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉22　オードリー・ヘップバーン 石飛カノ：構成・文 筑摩書房
277 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉23　インディラ・ガンディー 笠谷寿弘：構成・文 筑摩書房
278 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉24　魯人 新山一彦：構成・文 筑摩書房
279 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉25　珍建民 中島佳乃：構成・文 筑摩書房
280 範は歴史にあり 橋本五郎 藤原書店
281 岩波新書（新赤版1610）　シルバーデモクラシー 寺島実郎 岩波書店
282 岩波新書（新赤版1627）　読んじゃいなよ！ 高橋源一郎：編 岩波書店
283 岩波新書（新赤版1628）　新しい学力 齋藤貴 岩波書店
284 岩波新書（新赤版1629）　密着最高裁の仕事：野暮で真摯な事件簿 川名壮志 岩波書店
285 岩波新書（新赤版1630）　パブリック・スクール 新井潤美 岩波書店
286 岩波新書（新赤版1631）　夏目漱石 十川信介 岩波書店
287 岩波新書（新赤版1632）　悩みいろいろ：人生に効く物語50 金子勝 岩波書店
288 岩波新書（新赤版1633）　漱石のこころ 赤木昭夫 岩波書店
289 岩波新書（新赤版1634）　俳句世がたり 小沢信男 岩波書店
290 岩波新書（新赤版1635）　パウロ：十字架の使徒 青野太潮 岩波書店
291 岩波新書（新赤版1636）　キャスターという仕事 国谷裕子 岩波書店
292 岩波新書（新赤版1637）　ロシア革命：破局の8か月 池田嘉郎 岩波書店
293 岩波新書（新赤版1638）　独占禁止法（新版）：国際標準の競争法へ 村上政博 岩波書店
294 岩波新書（新赤版1639）　共生保障：（支え合い）の戦略 宮本太郎 岩波書店
295 岩波新書（新赤版1640）　対話する社会へ 暉峻淑子 岩波書店
296 岩波新書（新赤版1641）　文庫解説ワンダーランド 斎藤美奈子 岩波書店
297 岩波新書（新赤版1642）　落語と歩く 田中敦 岩波書店
298 岩波新書（新赤版1643）　文明は（見えない世界）がつくる 松井孝典 岩波書店
299 岩波新書（新赤版1644）　ルポトランプ王国：もう一つのアメリカを行く 金成隆一 岩波書店
300 岩波ジュニア新書844　上手な脳の使い方 岩田誠 岩波書店
301 岩波ジュニア新書845　方言萌え！？：ヴァーチャル方言を読み解く 田中ゆかり 岩波書店
302 岩波ジュニア新書846　女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶恵子 岩波書店
303 かたづの！ 中島京子 集英社
304 木槿の国の学校：おばあちゃんの回想録 上野瓏子 梓書院
305 命のビザ、遥かなる旅路：杉原千畝を陰で支えた日本人たち 北出明 交通新聞社
306 生まれて来た以上は、生きねばならぬ：漱石珠玉の言葉 石原千秋：編 新潮文庫
307 等伯　上 安部龍太郎 文春文庫
308 等伯　下 安部龍太郎 文春文庫
309 しんせかい 山下澄人 新潮社
310 天声人語2016冬　[英文対照]ＶＯＬ187 朝日新聞論説委員室：編 原書房
311 図解まるわかり時事用語２０１７→２０１８年版 ニュース・リテラシー研究所・編著 新星出版社
312 真相：杉原ビザ 渡辺勝正 大正出版
313 騎士団長殺し：第１部　顕れるイデア編 村上春樹 新潮社
314 騎士団長殺し：第２部　遷ろうメタファー編 村上春樹 新潮社
315 桜風堂ものがたり 村山早紀 PHP研究所
316 人狼ゲーム：ラヴァーズ 川上亮 竹書房
317 秋月記 葉室麟 角川文庫
318 散り椿 葉室麟 角川文庫
319 おもかげ橋 葉室麟 幻冬舎文庫



320 家族関係を考える 河合隼雄 講談社現代新書
321 岩波新書（新赤版）1645　憲法改正とは何だろうか 高見勝利 岩波新書
322 岩波新書（新赤版）1646　裁判の非情と人情 原田國男 岩波新書
323 岩波新書（新赤版）1647　人びとの自然再生：歩く、見る、聞く 宮内泰介 岩波新書
324 岩波新書（新赤版）1648　系外惑星と太陽系 井田茂 岩波新書
325 岩波新書（新赤版）1649　北原白秋：言葉の魔術師 今野真二 岩波新書
326 岩波ジュニア新書847　王様でたどるイギリス史 池上俊一 岩波新書
327 ツバキ文具店 小川糸 幻冬舎
328 罪の声 塩田武士 講談社
329 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版
330 iアイ 西加奈子 ポプラ社
331 写真で訪ねる信仰遺産：日本キリスト教史の夜明け 熊田和子：文、伊東泰生：写真 いのちのことば社
332 夜行 森見登美彦 小学館
333 みかづき 森絵都 集英社


