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ばらばら死体の夜 桜庭　一樹 ネット大国中国 遠藤　誉
大地の牙 船戸　与一 ルポ認知症ケア最前線 佐藤　幹夫
追憶のカシュガル 島田　荘司 飛鳥の都 吉川　真司
ヴォイド・シェイパ 森　博嗣 笛吹川 深沢　七郎
黄金（きん）の騎士団 井上　ひさし 天安門 リービ英雄
偉大なる、しゅららぼん 万城目　学 死者の館に サラ・スチュアート・テイラー

オブ・ラ・ディ　オブ・ラ・ダ 小路　幸也 アジャストメント フィリップ・Ｋ．ディック

なずな 堀江　敏幸 オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティー
たまゆらに 山本　一力 独眼竜政宗秘話殺人事件 木谷　恭介
魔女は甦る 中山　七里 熱海湯けむり 佐伯　泰英
この女 森　絵都 婿殿激走 牧　秀彦
らん 秦　建日子 おしかけた姫君 鳥羽　亮
ちよの負けん気、実の父親 佐藤　雅美 浪人街無情 小杉　健治
桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活 奥泉　光 木戸の悪党防ぎ 喜安　幸夫
源内なかま講 高橋　克彦
この世にひとつの本 門井　慶喜
三題噺示現流幽霊 愛川　晶
刑事魂 松浪　和夫 辻井喬＆山口二郎が日本を問う 辻井　喬

知らないと恥をかく世界の大問題 池上　彰
総理の原稿 平田　オリザ
灼熱アジア ＮＨＫスペシャル取材班

積極的その日暮らし 落合　恵子 新興国投資丸わかりガイド ワールドインベスターズＴＶ

悩むことはない 金子　兜太 サラリーマン誕生物語 原　克
藤沢周平とっておき十話 藤沢　周平 日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか 竹田　恒泰
老いは迎え討て 田中　澄江 恋する理由 滝川　クリステル
ごっくん青空 椎名　誠 災害がほんとうに襲った時 中井　久夫
一升桝の度量 池波　正太郎 福祉系ＮＰＯのすすめ 牧里　毎治
母と息子の老いじたく ねじめ　正一 １０代の子をもつ親が知っておきたいこと 水島　広子

社会人のための大学案内 晶文社学校案内編集部

大学の下流化 竹内　洋
公共文化施設の公共性 藤野　一夫

魯迅の言葉 魯迅 江戸時代の和菓子デザイン 中山　圭子

レガシー 2 カイラ・クリューバー 妖怪学の基礎知識 小松　和彦

刑務所図書館の人びと アヴィ・スタインバーグ

真昼の女 ユリア・フランク
アンダー・ザ・ドーム 上・下 スティーヴン・キング ドラッカーはなぜ、マネジメントを発明したのか ジャック・ビーティ

私にもできた！司法書士合格・開業 渡辺　亜紀子
仕事ができて、愛される人の話し方 有川　真由美

古代出雲の壮大なる交流 まんがと図解でわかるドラッカーリーダーシップ論 藤屋　伸二
雲州松江の歴史をひもとく 松江歴史館 ムカつく相手にもはっきり伝えるオトナの交渉術 バルバラ・ベルクハン

松江・出雲　石見銀山 僕はジョブコーチ 北野　賢三
アニメ・マンガで地域振興 山村　高淑 すぐに使えるひと目でわかる売れるチラシの作り方ハンドブック 小野　達郎
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5/1～5/25までに入ったおもな本の紹介です。ここに掲載してない本はﾎｰﾑﾍﾟ-ｼﾞからご覧になれます。
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すべての仕事を紙１枚にまとめてしまう整理術 高橋　政史 宇宙創造の一瞬をつくる アミール・Ｄ．アクゼル

手戻りなしの要件定義実践マニュアル 水田　哲郎 新彗星発見に挑む えびな　みつる
お金に愛される魂のみがき方 美鈴 ミトコンドリアの新常識 ＮＨＫ「サイエンスＺＥＲＯ」取材班

心が楽になる作法 高田　明和 アナザー人類興亡史 金子　隆一
法然と親鸞 山折　哲雄 みちくさの名前。 吉本　由美
１９８９年 竹内　修司 世界でいちばん簡単なサーバーのｅ本 金城　俊哉
バターン死の行進 マイケル・ノーマン 東京建築さんぽマップ 松田　力
江戸に学ぶエコ生活術 アズビー・ブラウン 都会でできる雨、太陽、緑を活かす小さな家 中臣　昌広
モーツァルトのむくみ フィリップ・マコウィアク ハンドメイド自転車の黄金時代 ジャン・ハイネ
ご先祖様はどちら様 高橋　秀実 世界一わかりやすい放射能の本当の話 別冊宝島編集部
李健煕 李　慶植 原発事故残留汚染の危険性 武田　邦彦
蒼海に消ゆ 門田　隆将 ｉＰａｄ２パーフェクトガイド マックピープル編集部

完本天の蛇 加藤　九祚 暮らしを美しくするコツ５０９ 暮しの手帖編集部
オーガニック素材で編む一年中着られる赤ちゃんニット ｍｉｃｈｉｙｏ
かんたん！かわいい！飾り切り＆盛りつけ 祐成　二葉

ターシャが愛した花の名前 メディアファクトリー 弁当パフォーマーまさきちの弁当は人生だ！ よりの　まさみ
北海道ガーデンを旅する スチームケーキ 本間　節子
美味しい山菜ハンドブック おくやま　ひさし ４０歳！妊娠日記 大田垣　晴子
１、２、３ですぐかわイラスト イシグロ　フミカ じぃじ、ばぁばのための孫育ての教科書 井上　淳子

全国鉄道旅行絵図 今尾　恵介

源頼朝の真像 黒田　日出男

地獄絵 新人物往来社 死刑と向きあう裁判員のために 福井　厚
周防正行のバレエ入門 周防　正行
アニメ学 高橋　光輝
みんなの将棋入門 羽生　善治
日本語防衛論 津田　幸男
ＴＯＥＦＬ　ＴＥＳＴ対策ＩＴＰ模試３回 川端　淳司

脳科学の教科書 理化学研究所脳科学総合研究センタ

パズル学入門 東田　大志
生まれてはならない子として 宮里　良子 友達がいないということ 小谷野　敦
もう限界！！介護費用を〈１円でも安くしたい〉ときに読む本 高室　成幸 Ｑ　わたしの思考探究2 ＮＨＫ「Ｑ」制作班
擬態うつ病／新型うつ病 林　公一 職業ガイド・ナビ3 ヴィットインターナショナル企画室

認知症を知る 伊林　克彦 川のほとりのおもしろ荘 アストリッド・リンドグレーン

がんの練習帳 中川　恵一 吃音センセイ 佐藤　文昭
がんで逝くひと、送るひと 池田　朝子
「トイレが近い」を解決する本 鈴木　康之
赤ちゃんとお母さんのための妊娠中野口　真紀 世界一ばかなネコの初恋 ジル・バシュレ

もったいないばあさんもりへいく 真珠　まりこ
もったいないばあさんまほうのくにへ 真珠　まりこ
ラプンツェル グリム

偉人たちの少年少女時代 漆原　智良 エイミーとルイス リビー・グリーソン
なるほど日本地名事典 蟻川　明男 ちいさな死神くん キティ・クローザー
こども武士道 高橋　和の助 さいこうのおたんじょうび カール・ノラック
語り伝える東京大空襲 早乙女　勝元 おばけのうちゅうりょこう ジャック・デュケノワ
土の色って、どんな色？ 栗田　宏一 おばけときょうりゅうのたまご ジャック・デュケノワ
まるごと日本の季節 榎本　好宏 ごちそうだよ！ねずみくん なかえ　よしを
飛べ！「はやぶさ」 松浦　晋也 みんなでせんたく フレデリック・ステール

新幹線大集合！スーパー大百科 山崎　友也 あたまをなくしたおとこ クレール・Ｈ．ビショップ

日本の農林水産業 小泉　光久 へんたこさんせんちょうになる いとう　ひろし
チョコレートと青い空 堀米　薫 白川静さんに学ぶ漢字絵本 はまむら　ゆう
あやかし草子 那須　正幹 もりのおばけ かたやま　けん
ＴＮ探偵社消えた切手といえない犯人 斉藤　洋 まいごのまめのつる こだま　ともこ
神沢利子のおはなしの時間 神沢　利子 わくわく森のむーかみ 村上　しいこ
魔女の庭 ルース・チュウ キャベツがたべたいのです シゲタ　サヤカ
クレプスリー伝説 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ うまれてきてくれてありがとう にしもと　よう
スタンプに来た手紙 エミリー・ロッダ みんなかわいい 内田　麟太郎
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