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三階に止まる 石持 浅海 隠れ切支丹 藤井 邦夫

赤目姫の潮解 森 博嗣 京都魔王殿の謎 吉村 達也

千両かんばん 山本 一力 旗本若様放浪記 晴間 順

ジャッジメント 佐藤 青南 甲州隠密旅 幡 大介

罪なき者よ、我を撃て 渡辺 容子 猫と庄造と二人のをんな 谷崎 潤一郎

ファミレス 重松 清 螺鈿迷宮 海堂 尊

祭りの日 北原 亞以子 包帯クラブ 天童 荒太

ニッチを探して 島田 雅彦 新・寝台特急(ブルートレイン)殺人事件 西村 京太郎

王になろうとした男 伊東 潤 火群(ほむら)のごとく あさの あつこ

死神の浮力 伊坂 幸太郎 吸血鬼と死の天使 赤川 次郎

Another　[2] 綾辻 行人 星のかけら 重松 清

風景を見る犬 樋口 有介 てれすこ 朝松 健

たぶんねこ 畠中 恵 黒田如水 吉川 英治

七色の毒 中山 七里 鋼鉄の叫び 鈴木 光司

自分を好きになる方法 本谷 有希子

大地のゲーム 綿矢 りさ

無垢の領域 桜木 紫乃

悪道　[3] 森村 誠一 業界と職種がわかる本　'15年版 岸 健二

東京にオリンピックを呼んだ男 高杉 良 資格取り方選び方全ガイド　2015年版 高橋書店編集部

完本寺内貫太郎一家 向田 邦子 中小企業診断士の「お仕事」と「正体」がよ 西條 由貴男

グラウンドの詩 あさの あつこ 成功する個人事業の始め方　'13～'13年版 萩原 広行

駅物語 朱野 帰子 空港で働く仕事ガイド　[2012]改訂版 月刊<エアステージ>編集部

夫婦善哉 織田 作之助 おもてなし接客術 井川 今日子

絵物語長谷川等伯 安部 龍太郎 はじめての「ZAKKAYA」オープンBOOK Business Train

ヘミングウェイの妻 ポーラ・マクレイン 出雲学への軌跡 藤岡　大拙

出訴期限 スコット・トゥロー

ギリシャ棺の秘密 エラリー・クイーン

論戦　2013 櫻井 よしこ

池上彰の学べるニュース　7 池上 彰

憲法96条改正を考える 飯田 泰士

言葉が立ち上がる時 柳田 邦男 <おんな>の思想 上野 千鶴子

文士の友情 安岡 章太郎 生き心地の良い町 岡 檀／著

西瓜チャーハン 出久根 達郎

晴れたり曇ったり 川上 弘美

灯をともす言葉 花森 安治 1・2・3歳のからだケア 長谷川 未緒

アーサーの言の葉食堂 アーサー・ビナード 笑顔で子育てあんしん赤ちゃんナビ 水野 克已
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あたらしく入った本

7/25～8/25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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教科書を飛び出した数学 藤川 大祐

サイバーセキュリティ読本 一田 和樹 ダイオウイカと深海の生物 NHKスペシャル深海プロジェクト

松居直と『こどものとも』 松居 直 大・大往生 鎌田 實

60年代新宿アナザー・ストーリー 本間 健彦 そうなんだ!遺伝子検査と病気の疑問 櫻井 晃洋

放射能汚染と学校給食 牧下 圭貴 たまねぎ氷スムージー&スープ健康法 村上 祥子

TPPで暮らしはどうなる? 鈴木 宣弘 世界の名建築解剖図鑑 オーウェン・ホプキンス

あなたは、あなたのままでいてください。 鈴木 秀子 ジェットエンジン史の徹底研究 石澤 和彦

60歳から下手な生き方はしたくない 川北 義則 家族とつながるiPad使いこなしガイド 竹田 真

古社巡拝 上田 正昭 1kW独立型太陽光発電 角川 浩

天下人の書状をよむ 岡山大学附属図書館 ぼくは「しんかい6500」のパイロット 吉梅 剛

図解特攻のすべて 近現代史編纂会 女工哀史 細井 和喜蔵

発掘された日本列島　2013 文化庁 ダンボール織り機でおしゃれこもの 蔭山 はるみ

東学農民戦争と日本 中塚 明 1週間でカンタン!しあわせいっぱいベビーニット 岡本 啓子

富士山の単語帳 佐野 充 また作って!と言われる孫ごはん 本谷 惠津子

柑橘レシピ 本多 京子

作りおきサラダ 主婦の友社

ゼロからわかる大腸がん 小野寺 久

認知症家族のこころに寄り添うケア 松本 一生

あなたの親は大丈夫? セコム株式会社 木村さんのリンゴ 小原田 泰久

生きることをあきらめない 間 裕子 イチジク 大森 直樹

認知症ケアやさしい住まい・暮らしの工夫 大島 千帆 ハモの旅、メンタイの夢 竹国 友康

地獄絵を旅する 加須屋 誠

陶芸実践100のポイント 野田 耕一

三本の金の髪の毛 松岡 享子 マスキングテープおしゃれワザ123 m&m&m's

怒りのフローラ　　上下 イザボー・S.ウィルス あまちゃん　Part2 宮藤 官九郎

こおり 前野　紀一 昭和ことば辞典 大平 一枝

ぼくはたまごにいちゃん あきやま ただし

はりねずみのルーチカ かんの ゆうこ

砂の上のイルカ ローレン・セントジョン 女性画家10の叫び 堀尾 真紀子

トランプおじさんと家出してきたコブタ たかどの ほうこ 未来力養成教室 日本SF作家クラブ

予言された英雄 イアン・ベック レガッタ!　2 濱野 京子

いっしょだよ 小寺 卓矢

お人形屋さんに来たネコ ヨナ・ゼルディス・マクドノー

永遠に捨てない服が着たい 今関 信子 マールとおばあちゃん ティヌ・モルティール

森をつくる C.Wニコル どこにいるの?かたつむり トミー・ウンゲラー

マリアさんのトントントトンタ 角野 栄子 どこへいったの?ぼくのくつ トミー・ウンゲラー

おいしいよ!はじめてつくるかんこくりょう ペ ヨンヒ みならい騎士とブーツどろぼう クエンティン・ブレイク

つむじ風食堂と僕 吉田 篤弘 からすのやおやさん かこ さとし

わたしのひよこ 礒 みゆき からすのそばやさん かこ さとし

わからん薬学事始　2 まはら 三桃 からすのてんぷらやさん かこ さとし

ハサミの魔術師とホシノツカイ 岡田 貴久子 からすのおかしやさん かこ さとし

ジョン万次郎 マーギー・プロイス さくら 田畑 精一

象使いティンの戦争 シンシア・カドハタ あめあめふれふれねずみくん なかえ よしを

ネコをひろったリーナとひろわなかったわた とき ありえ メガネをかけたら くすのき しげのり
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