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日本の文学・小説 外国の小説
指名手配 森村　　　誠一 朱蒙　中 チェ　　　ワンギュ
携帯フォビア 吉村　　　達也 自由の国で Ｖ．Ｓ．　ナイポール
ひげがあろうがなかろうが 今江　　　祥智 ロジャー・マーガトロイドのしわざ ギルバート　　アデア
幻想小品集 岳本　　　野ばら 夏の涯ての島 イアン・Ｒ．マクラウド
ユングフラウ 芦原　　　すなお ナイフ投げ師 スティーヴン・ミルハウザー

ＴＯＫＡＧＥ 今野　　　敏 猫のパジャマ レイ　　ブラッドベリ
たすけ鍼 山本　　　一力 暮れなずむ女 ドリス　　レッシング
Ｗｉｓｈ 小手鞠　　るい 生存者の回想 ドリス　　レッシング
相棒 五十嵐　　貴久

イジ女 春口　　　裕子 総記・哲学・宗教・歴史
立派になりましたか？ 大道　　　珠貴 ミムラの絵本日和 ミ　ム　ラ
毛並みのいい花嫁 赤川　　　次郎 書肆アクセスという本屋があった 岡崎　　　武志
五つの鍵の物語 太田　　　忠司 ＮＨＫためしてガッテン　１１ ＮＨＫ科学・環境番組部

湘南ランナーズ・ハイ 倉阪　　　鬼一郎 だまし博士のだまされない知恵 安斎　　　育郎
秋瑾　火焔の女（ひと） 山崎　　　厚子 誕生日大百科 フィリス　　ベガ
本からはじまる物語 阿刀田　　高 現場主義！ ガテン編集部
少年たちの満州 新井　　　恵美子 がばいばあちゃん幸せの教え 島田　　　洋七
ズッコケ中年三人組ａｇｅ４２ 那須　　　正幹 死ぬ前に読め！ 玄　　　　秀盛
ほしのはじまり 星　　　　　新一 インド神々の事典 佐藤　　　和彦
太王四神記　上巻 和佐田　　道子 誰も知らない世界と日本のまちがい 松岡　　　正剛
七人の刺客 鳥羽　　　亮 ２０世紀この１０年　１９７０ｓ ニック　　　ヤップ
チェスト！ 登坂　　　恵里香 心の貌（かたち） 柳田　　　邦男
はじまらないティータイム 原田　　　ひ香 ここまでわかった！日本軍「慰安婦」制度 日本の戦争責任資料センター

萌神分魂譜 笙野　　　頼子 京阪神モダン生活 橋爪　　　紳也
桃山ビート・トライブ 天野　　　純希 インテリジェンス人間論 佐藤　　　優
キュア 田口　　　ランディ 篤姫 原口　　　泉
ワンちゃん 楊　　　　　逸 マイ・ドリーム バラク　　オバマ
メフェナーボウンのつどう道 古処　　　誠二 私のマルクス 佐藤　　　優
魔女の盟約 大沢　　　在昌 真珠湾攻撃総隊長の回想 淵田　　　美津雄
紅雲町ものがたり 吉永　　　南央

５年３組リョウタ組 石田　　　衣良 健康情報棚の本
がん　生きたい患者と救いたい医者 鎌田　　　実

エッセイ ※※※※ 余命１ケ月の花嫁 ＴＢＳ「イブニング・ファイブ」

悶絶スパイラル 三浦　　　しをん ビジネスコーナーの本
黙っていられない 池田　　　香代子 ２６の「生きざま！」 吉永　　　みち子
超恋愛 林　　　　真理子 これならできる！個人事業の〈超簡単〉経理 吉田　　　信康
越境の声 リービ　　英雄 日本一わかりやすい労働ニュースの読み方 北見　　　昌朗

中村江里子の毎日のパリ 中村　　　江里子
飲食店・立ち飲み屋・屋台・
移動販売開業手続き・許認可
申請マニュアル

木島　　　康雄

言葉と死 辺見　　　庸 芸術家の独創 田河　　　水泡
清らかな厭世 阿久　　　悠 超売れ筋ビジネス書１０１冊 神足　　　裕司
わが孫育て 佐藤　　　愛子



社会科学・自然科学・技術・家庭 産業・芸術・スポーツ・語学
日本は没落する 榊原　　　英資 「徹子の部屋」の３０年 「徹子の部屋」制作委員会

国家論 佐藤　　　優 ２１世紀世界遺産の旅
どうする地域間「不平等」社会 保母　　　武彦 日本絵画の楽しみ方完全ガイド 細野　　　　正信
小さな会社の継がせ方 茶谷　　　豪 エセルとアーネスト レイモンド　ブリッグズ
まちがいない人間関係のしきたり 浜口　　　直太 使いこなす高性能一眼レフニコンＤ３００

山本有花のやさしいＦＸ投資
法ぜんぶ教えちゃいます！

山本　　　有花 マエストロ　第２巻 ヘレナ・マテオプーロス

働けません。 湯浅　　　誠〔ほか〕 図解オーケストラの楽器 ダイヤグラムグループ
最新介護にかかるお金がわかる本 介護費用研究グループ／著 仮面ライダー怪人大画報
親の品格 坂東　　　真理子 大人のガンダム完全版 日経エンタテインメント！

「ひとりの老後」はこわくない 松原　　　惇子 幸せだったかなビートたけし伝 井上　　　　雅義
女の敵 遥　　　　洋子 だれでもわかる野球のルールとスコアのつけ方 アンパイアディベロプメントコーポレーショ

モンスター・ペアレント 本間　　　正人 告白 松井　　　　秀喜
脳を活かす勉強法 茂木　　　健一郎 心眼で射止めた金メダル 宮崎　　　　恵理
がんはなぜ生じるか 永田　　　親義 お帰りなさい朝青竜 内館　　　　真紀子
インフルエンザ・ワクチンは打たないで！ 母里　　　啓子 大人のあやとり 野口　　　　広
健康問答　２ 五木　　　寛之

“トヨタ世界一時代”の日本力 山根　　　一真 郷土の本
石油価格はどう決まるか 甘利　　　重治 植田正治小さい伝記 植田　　　正治

るるぶ山陽山陰　’０８

児童 ヤングアダルトコーナーの本
イタリア ロバート・アンダーソン 道具にヒミツあり 小関　　　智弘
地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル 山本　　　　敏晴 中高生６６０人の掲示板 造　　　　事務所
政治かんたん解説　上巻 福岡　　　　政行 加工食品にかかわる仕事
ぼくの父さんは、自殺した。 今西　　　　乃子 ドラゴンランス魂の戦争　第３部 マーガレット・ワイス
写真でみる世界の子どもたちの暮らし ペニー・スミス 僕らの憲法学 田村　　　理
中国のごはん 銀城　　　　康子 ほんとはこわい「やさしさ社会」 森　　　　真一
結び方の絵事典 小暮　　　　幹雄 あのころ、先生がいた。 伊藤　　　比呂美
江戸しぐさから学ぼう　第１巻 秋山　　　　浩子 Ｔｈｅ　ｍａｎｚａｉ　４ あさの　　あつこ

地球ＳＯＳ図鑑 国立環境研究所地球環境研究センター 絵本
知ってほしい！子どもの「こころの病気」　３ 佐々木　　　正美 かえるをのんだととさん 日野　　　　十成
家族で食育！朝ごはん　２・３ 服部　　　　幸応 ねずみのよめいり おざわ　　　としお
スペシャル・ガール 沢田　　　　俊子 はっぱみかん 風木　　　　一人
ロケットを飛ばそう！　１～３ 宇宙航空研究開発機構宇宙教育センター ふしぎなでまえ かがくい　　ひろし
屋上のとんがり帽子 折原　　　　　恵 うさぎ座の夜 安房　　　　直子
森は地球のたからもの　２ 宮脇　　　　　昭 かんがえるのっておもしろい 小池　　　　昌代
日本の林業　1 白石　　　　則彦 四字熟語ショウ 中川　　　　ひろたか

室伏広治物語 本郷　　　　陽二 はいいろねずみのフレイシェ アンケ・デ・フリース

バドミントン こどもくらぶ かわいいサルマ ニキ　　　　ダリー
気をつけよう！ゲーム中毒　３ 渋井　　　　哲也 だんまり 戸田　　　　和代
楽しく演じて、敬語の達人　２・３ 蒲谷　　　　　宏 モグといたずらぎつね ジュディス・カー
医学のたまご 海堂　　　　　尊 天の町やなぎ通り あまん　　　きみこ
はこいりひめのきえたはこ 斉藤　　　　　洋 あかいハリネズミ ジェイドナビ・ジン
コドモときどきあくま こやま　　　峰子 アンパンマンをさがせ！　１ やなせ　　　たかし
ブンダバーのネコの手かします くぼしま　　りお どこどこ？セブン　６・７
あかね色の風 あさの　　　あつこ パンダの手には、かくされたひみつがあった！ 山本　　　　省三
ぼくの友だち 高橋　　　　秀雄 ぼくはこころ アンドレ・ダーハン
窓ぎわのゴースト ゆうき　　　えみ 絵本佐賀のがばいばあちゃん 島田　　　　洋七
すみれちゃんは一年生 石井　　　　睦美
ねこのおんがえし 中川　　　　李枝子 ※本の紹介です「余命1ヶ月の花嫁」/TBS「イブニング・ファイブ」

パイレーツ・オブ・カリビアン
ジャック・スパロウの冒険　９

ロブ・キッド

バディ Ｖ．Ｍ．ジョーンズ
ふたりでブランコ イローナ・ロジャーズ
アーサーと禁じられた王国 リュック・ベッソン

24歳の女性が懸命に生きた「現
実」の記録。乳がんと闘い、最後
まで人を愛し、人に愛され、人を
支え、人に支えられた人生を生き
抜いた長島千恵さんの愛といの
ちのメッセージを紹介。
ＴＢＳで放送のドキュメンタリーを
書籍化。
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