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日本の文学・小説 外国の小説
「戦艦大和」日記　第５巻 早坂　暁／著 神なるオオカミ　上・下 姜　戎／著
特権的情人美食 村上　竜／著 ルーンの子供たち　３ ジョン　ミンヒ／著
十津川警部捜査行 11 西村　京太郎／著 絶頂の危うさ ゲーリー・スナイダー／著

エピデミック 川端　裕人／著 トワイライト　７・８・９ ステファニー・メイヤー／著

カツラ美容室別室 山崎　ナオコーラ／著 冷蔵庫のうえの人生 アリス・カイパース／著

星へ落ちる 金原　ひとみ／著 残虐行為記録保管所 チャールズ・ストロス／著

三世相 松井　今朝子／〔著〕 祝宴 ディック・フランシス／著

青春の条件　上・下 森村　誠一／〔著〕 ドリームガール ロバート・Ｂ．パーカー／著

商人竜馬 津本　陽／著 世界探偵小説全集　４１

たいがいにせえ 岩井　三四二／著 総記・哲学・宗教・歴史
バチカン奇跡調査官 藤木　稟／著 神と仏 山折　哲雄／著
妖怪変化 あさの　あつこ／著 ニセ心理学にだまされるな！ 古沢　照幸／著
いのちのパレード 恩田　陸／著 養老訓 養老　孟司／著
純愛の証明 森村　誠一／著 学校の勉強だけではメシは食えない！ 岡野　雅行／著
派手な砂漠と地味な宮殿 岩井　志麻子／著 「場の空気」を読むのが上手な人下手な人 和田　秀樹／著
覇の刺客 鳥羽　亮／著 「神社と神さま」がよくわかる本 島崎　晋／著
赤い糸ｐｒｅｃｉｏｕｓ メイ／著 ２０世紀この１０年　１９５０ｓ・１９６０ｓ ニック・ヤップ／文
悪玖夢博士の経済入門 橘　玲／著 図説大奥のすべて
ガイシの女 汐見　薫／著 ひとり起つ 鎌田　慧／著
十八の子 小前　亮／著 天璋院篤姫のすべて 芳　即正／編

Ｔｈｅ　Ｂｏｏｋ 荒木　飛呂彦／原作 社会・経済・福祉・教育
小説尾形亀之助 正津　勉／著 佐藤優国家を斬る 佐藤　優／著
長生き競争！ 黒野　伸一／著 多重債務の正しい解決法 宇都宮　健児／著
ＨＥＡＲＴＢＬＵＥ 小路　幸也／著 熟年離婚の相談室 岡野　あつこ／著
トラや 南木　佳士／著 医者、用水路を拓く 中村　哲／著
神書板刻 沢田　ふじ子／著 協働コーディネーター 世古　一穂／編著
泣き虫ハァちゃん 河合　隼雄／著 社労士絶対成功の開業術・営業術 内海　正人／著
ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎／著 わたし８歳、カカオ畑で働きつづけて。 岩附　由香／著
宮本輝全短篇　上・下 宮本　輝／著 忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス 明橋　大二／著
夫の火遊び 藤堂　志津子／著 今、義務教育が危ない！ 日本の教育を考える１０人委員会／編

魔物　上・下 大沢　在昌／著 まるごとバスレク１００倍楽しむ本 木村　研／著
名将山中鹿之助 南原　幹雄／著 親子でうきうきスキンシップあそび４２ 皆川　尚子／著

エッセイ 健康情報棚の本
美か、さもなくば死を 林　真理子／著 医者がガンになった 川崎　平八郎／著

言葉と戦争 藤井　貞和／著 イラストでわかる脳卒中ケア事典 千野　直一／監修

人生の後半をひとりで生きる言葉 曽野　綾子／著
最後まであきらめない患者さんへ
最後まであきらめない医師から贈る
愛のがんワクチン

蓮見　賢一郎／著

玉ねぎフライパン作戦 椎名　誠／著 ビジネスコーナーの本
叡智の断片 池沢　夏樹／著 父と子の約束 渡邉　美樹／著

ウエザ・リポート 宇江佐　真理／著 こうすれば成功する！フランチャイズ起業 中川　強／著

宙（そら）飛ぶ教室 小倉　千加子／著 環境の仕事に就く！



自然科学・技術・家庭 産業・芸術・スポーツ・語学
死因不明社会 海堂　尊／著 野菜づくり大図鑑 藤田　智／編著
ひざ・腰・肩がラクになる！かんたん体操 林　泰史／監修 山野草の育て方＆楽しみ方事典 久志　博信／著
ドキュメント医療危機 田辺　功／著 大人が憧れる全国美術館ガイド

よくわかる泌尿器の病気 堀江　重郎／著 老猫さんの医・食・住 井上　緑／著
マ・ゴ・ワ・ヤ・サ・シ・イレシピ 山田　豊文／監修 郵便局革新 並木　雄二／著
民家再生の技術 日本民家再生リサイクル協会民家再生技術委 人生を輝かせる１０のお話 日野原　重明／著
日本の電車物語 福原　俊一／著 わたしってどんなヒトですか？ 大田垣　晴子／著
芋焼酎を極める 西松　宏／文 二本指のピアニスト ウ　カプスン／著
広瀬光治の大人のゆび編み 広瀬　光治／〔著〕 夢の続き 吉永　小百合／著
グッチ裕三のうまいぞおザ・ベスト グッチ裕三／著 太王四神記公式メイキングＢＯＯＫ　Ｖｏｌ．２ 『１週間』編集部／編
嵐山吉兆冬の食卓 徳岡　邦夫／著 怪物と赤い靴下 李　啓充／著
ＭＩＣＨＥＬＩＮ　ＧＵＩＤＥ東京　８ 宮里流でもっと上手くなる 宮里　聖志／〔著〕
きちんとごはん、食べてる？ 松田　美智子／著 詰碁　５ 福井　正明／著
石黒彩の３びきのこぶた食堂 石黒　彩／〔著〕 ひとり介護 岡山　徹／著
さかなクンのさかなレシピ さかなクン／著 問題な日本語　３ 北原　保雄／編著
藤野真紀子のシンプルお菓子教室 藤野　真紀子／著
ママとパパ二人ではじめての妊娠＆出産 竹内　正人／監修 郷土の本
重曹でナチュラルベビーケア 岩尾　明子／著 妖怪のまち境港公式ガイドブック 実業之日本社／編

僕のアルバム 植田　正治／写真

児童 絵本
引退犬　命の物語 沢田　俊子／文 ※※※※ ソルビム　２ ペ　ヒョンジュ／絵と文

ぼくらが作った「いじめ」の映画 今関　信子／文 どこどこ？セブン　３・８・９
世界の保存食　２ 谷沢　容子／著 １４ひきのもちつき いわむら　かずお／さく

発見！恐竜のミイラ フィリップ・ラーズ・マニング／著 メリークリスマスおさるのジョージ Ｍ．レイ／原作
カカトアルキのなぞ 東城　幸治／写真　文 うち知ってんねん 小池　昌代／編
エイズの村に生まれて 後藤　健二／著 ひつじがいっぴき 木坂　涼／詩
アンパンマン大図鑑 やなせ　たかし／原作 ぼくのきいろいバス 荒井　良二／〔作〕
気をつけよう！ゲーム中毒　１・２ 渋井　哲也／著 わくわくするね 五味　太郎／作
しゃれの王様 梅沢　実／著 だじゃれレストラン 中川　ひろたか／文
凛九郎　２ 吉橋　通夫／〔著〕 いたずらっこのきたかぜさん 山脇　恭／文
風の館の物語　２ あさの　あつこ／作 べんきょうなんてやるもんか！ キム　ヨンジン／絵
鬼にて候　２ 横山　充男／作 だむのおじさんたち 加古　里子／さく・え
ねこまた妖怪伝　２ 藤野　恵美／作 ゆきだるまくん、どこいくの？ たむら　しげる／〔作〕

ムジナ探偵局　１～６ 富安　陽子／作 だいすきなもの 公文　健太郎／写真
一子とたぬきと指輪事件 あさの　あつこ／作 うしお 伊藤　秀男／作
ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ラーメン 水木　しげる／著 しろいクマちゃいろいクマ スヴェトラーナ・ペトロヴィック／作

マリと子犬の物語 桑原　真二／原作 ＭＩＭＩＫＯそれでいいんだよ。 木村　桂子／著
ミッドナイターズ　３ スコット・ウエスターフェルド／著 ゆめみるリジー ジャン・オーメロッド／作　絵

ウォーリアーズ　６ エリン・ハンター／作 いぬのおやくそく クリス・ホーンゼイ／作

フェアリー・レルム　１０ エミリー・ロッダ／著 タンタンとピカロたち エルジェ／作
世にも不幸なできごと　１２ レモニー・スニケット／著 タンタンとアルファアート エルジェ／作
ライラの冒険黄金の羅針盤
ザ・ストーリー・オブ・ザ・ムービー

ポール・ハリソン／著 そのまたまえには アラン・アルバーグ／作

ロボットとあおいことり デイヴィッド・ルーカス／作

ヤングアダルトコーナーの本 かも 今泉　忠明／監修

舞踊にかかわる仕事 ねこざかなとうみのおばけ わたなべ　ゆういち／作・絵

オンリーワンを求めて 滝沢　昇／編 天使のつばさに乗って マイケル・モーパーゴ／作

知ってから働こう！社会保障ガイドブック 吉村　英範／著 うずまき貝のロケット なすだ　みのる／文
バイオマスは地球環境を救えるか 木谷　収／著 火は早めに消さないと トルストイ／原作

ずっとそばに… いもと　ようこ／作・絵

ほそいほそいきんのいと 立原　えりか／作
こねこのネリーとまほうのボール エリサ・クレヴェン／作・絵

ちびまるのぼうけん フィリップ・ヌート／作・絵

※本の紹介です「ソルビム2」/ぺ　ヒョンジュ絵と文

オモニ(お母さん)が心をこめて縫っ
てくれた、パジにチョゴリ、金箔を押
した藍色のチョンボク。そして虎の頭
をまねたホゴン…。お正月のために
新調した晴れ着ソルビムの着方を紹



これ、なあに？ バージニア・Ａ．イエンセン／作

つんつくせんせいとくまのゆめ たかどの　ほうこ／さく・え

した藍色のチョンボク。そして虎の頭
をまねたホゴン…。お正月のために
新調した晴れ着ソルビムの着方を紹
介した絵本。


