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日本の文学・小説 総記・哲学・宗教・歴史
タカイ×タカイ 森　博嗣 ケータイでＧｏｏｇｌｅ 佐野　正弘
会津・友の墓標 西村　京太郎 Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ即戦技大全
十津川警部鳴門の愛と死 西村　京太郎 専門資料論 三浦　逸雄
赤い雲伝説殺人事件 内田　康夫 学校図書館イラストブック（ＣＤ－ＲＯＭ付）

ダンシング・ヴァニティ 筒井　康隆 物語が生きる力を育てる 脇　明子
親指の恋人 石田　衣良 娘と話す不正義ってなに？ アンドレ・ランガネー
うちへかえろう 小川内　初枝 「ありがとう名人」が人を元気にする 斎藤　茂太
ドラキュラ城の舞踏会 赤川　次郎 中国名言集一日一言 井波　律子
月のころはさらなり 井口　ひろみ 写真が語る地球激変 フレッド・ピアス
新・御宿かわせみ 平岩　弓枝 知っ得後宮のすべて 国文学編集部
フラミンゴの家 伊藤　たかみ 文禄・慶長の役 中野　等
オブ・ザ・ベースボール 円城　塔 源氏物語の時代 山本　淳子
福袋 角田　光代 東京慕情 田中　哲男
夜を守る 石田　衣良 人間・本田宗一郎の素顔 原田　一男

ニートピア２０１０ 中原　昌也 社会科学
羊の目 伊集院　静 死刑 森　達也
夜を着る 井上　荒野 冤罪弁護士 今村　核
セカンドムーン 上杉　那郎 トンデモ！韓国経済入門 三橋　貴明
魔界の塔 山田　悠介 戦後日本経済史 野口　悠紀雄
松風の人 津本　陽 人を動かす言葉の戦略 プレジデント編集部
奇談蒐集家 太田　忠司 ヒトラー・マネー ローレンス・マルキン

幽霊法廷 赤川　次郎 ブラックリストなんて怖くない 吉田　猫次郎
ブランケット・キャッツ 重松　清 女ひとり、お金に困らない生き方 山本　節子
平成大家族 中島　京子 サブプライム金融危機 みずほ総合研究所
ラットマン 道尾　秀介 医療費控除のすべてがわかる本 藤本　清一
鬼神の狂乱 坂東　真砂子 家づくりのすべてがスラスラわかる本

阪急電車 有川　浩 手話ソング集 小椋　英子
ぬばたま あさの　あつこ 日本人　数のしきたり 飯倉　晴武
オブ・ザ・ベースボール 内田　春菊 追込漁 川島　秀一
島田荘司ｖｅｒｙ　ＢＥＳＴ１０　1・2 島田　荘司 子どもの結婚で親が読む本 主婦の友社

外国の小説 日本人礼儀作法のしきたり 飯倉　晴武

フェレットの冒険 リチャード・バック めぐみ手帳 横田　滋
運命の書 ブラッド・メルツァー めぐみへ　横田早紀江、母の言葉 横田　早紀江

猿の肖像 Ｒ．オースティン・フリーマン ビジネスコーナーの本
哀れなるものたち アラスター・グレイ 仕事で本当に大切にしたいこと 大竹　美喜
紫雲の怪 ロバート・ファン・ヒューリック 人生を変える最強の資格２３０

象 レイモンド・カーヴァー 公務員試験オールガイド2009 資格試験研究会

不思議なミッキー・フィン エリオット・ポール 健康情報棚の本
ハッピーデイズ ローラン・グラフ 胃がん大腸がん 赤須　孝之
ささやかだけど忘れられないいくつかのこと メリッサ・バンク ここまでわかった認知症 ＮＨＫ福祉ネットワーク

赤ちゃん・子ども病気百科 細谷　亮太



自然科学・技術・家庭 産業・芸術・スポーツ・語学
空想科学〈映画〉読本　2 柳田　理科雄 プロに教わる家庭菜園の裏ワザ 木嶋　利男
理系のための口頭発表術 ロバート・Ｒ．Ｈ．アンホルト 木村式ラクラク家庭菜園 木村　正典
ミトコンドリアが進化を決めた ニック・レーン 新・買ってはいけない　5 垣田　達哉
ＤＮＡでたどる日本人１０万年の旅 崎谷　満 木喰 木喰
おいしく食べてコレステロールを下げるバランスレシピ 足立　香代子 命といふもの 堀　文子
エブリデイ冷え子の冷え取りラボ 鈴木　ダイスケ 東京愛情 荒木　経惟
坐骨神経痛 久野木　順一 ときめき老後術 上坂　冬子
女と男の更年期 小山　嵩夫 女ひとりで親を看取る 山口　美江
地域医療を守れ 平井　愛山 日本映画と戦後の神話 四方田　犬彦
病気にならない生き方レシピ集 新谷　弘実 篤姫　前編 ＮＨＫ出版
病気にならない生き方　3 新谷　弘実 会議質 おち　まさと
トコトンやさしい発光ダイオードの本 谷腰　欣司 白川静さんに学ぶ漢字は怖い 小山　鉄郎
パリスの審判 ジョージ・Ｍ．テイバー 怖いくらい通じるカタカナ英語の法則（ＣＤ付） 池谷　裕二

あかちゃんのために作るもの 奥山　千晴 郷土の本
渡部サトの通園通学グッズ 渡部　サト 月刊  山陰の釣り よなごプレス社

日本刺繍の美しい図案 草乃　しずか
田中宥久子 田中　宥久子
失敗ナシ！はじめての男の手料理 山本　麗子
美しい部屋ｄｅｌｕｘｅ

児童 ヤングアダルトコーナーの本
文明の迷路 香川　元太郎 生きもの地図をつくろう 浜口　哲一
地球を救う仕事　１ くさば　よしみ 大地と人を撮る 高野　潤
世界の保存食　３・４ 谷沢　容子 妖怪アパートの幽雅な日常　８ 香月　日輪
ドイツのごはん 銀城　康子 チュウガクセイのキモチ あさの　あつこ
むしをたべるくさ 渡邉　弘晴 家を出る日のために 辰巳　渚

ホネホネたんけんたい 西沢　真樹子 絵本
家族で食育！朝ごはん　４・５ 服部　幸応 さいたさいた とりごえ　まり
「食育」の大研究 吉田　隆子 ごろんごゆきだるま たむら　しげる
いえでででんしゃはこしょうちゅう？ あさの　あつこ ぶーぶーぶー こかぜ　さち
燃えるサバンナ 沢見　彰 あまいね、しょっぱいよ ふくだ　じゅんこ
いたずらぎつね 中川　李枝子 くんくん、いいにおい たしろ　ちさと
悪霊はふりむかない 木暮　正夫 ぎったんこばったんこ 柚木　沙弥郎
暗い沼からよぶ声 木暮　正夫 ぎったんばっこん なかえ　よしを
うごめく赤目玉 木暮　正夫 さかさまつり つきおか　ゆみこ
あたま山 斉藤　洋 おばあさんの馬 瀬戸内　寂聴
天山の巫女ソニン　３ 菅野　雪虫 まめうしくんとあいうえお あきやま　ただし
過去からの手紙 岸田　るり子 こんにちは六歳臼歯の６ちゃん 石黒　幸司
おに火の村のねずみたち 渡辺　茂男 アンディとらいおん ドーハーティ
幻狼神異記　１ 横山　充男 サーカス！ ピーター・スピア
ぶたのぶたじろうさん　５ 内田　麟太郎 うんちっち ステファニー・ブレイク

ダヤンと時の魔法 池田　あきこ あめだまをたべたライオン 今江　祥智
かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん 原　ゆたか 道成寺 片山　清司
あのひの音だよおばあちゃん 佐野　洋子 舎利 片山　清司
やぎと少年 Ｉ．Ｂ．シンガー こそこそこそっ、かくれよう！ カンダス・フレミング
リリー・モラハンのうそ パトリシア・ライリー・ギフ まっくろけのまよなかネコよおはいり Ｊ．ワグナー
すっとび犬指名手配 ジェレミー・ストロング しょうぼう馬のマックス サラ・ロンドン
ミセス・タッカーと小人ニムビン パトリシア・ライトソン たまがわ 村松　昭
ムーン・ダークの戦い パトリシア・ライトソン まあ、なんてこと！ デイビッド・スモール
いにしえの少女バルイェット パトリシア・ライトソン よもぎのはらのおともだち あまん　きみこ
アバラーのぼうけん ベバリイ・クリアリー せんりゅうのえほん 西本　鶏介
雪だるまのひみつ ルース・エインズワース そらまめとわらとすみ 川上　越子
ようせいのゆりかご ルース・エインワース かえるをのんだととさん 日野　十成
王の森のふしぎな木 ジェニー・ニモ かきやまぶし 内田　麟太郎
宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング ぼくのハはもうおとな かこ　さとし




