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日本の文学・小説 総記・哲学・宗教・歴史
絆 江上　剛 佐藤可士和の超整理術 佐藤　可士和
我、弁明せず。 江上　剛 図書館概論 塩見　昇
流星の絆 東野　圭吾 だれも買わない本は、だれかが買わなきゃならないんだ 都築　響一
主題歌 柴崎　友香 子どもが本好きになる瞬間（とき） 五十嵐　絹子
走ル 羽田　圭介 ぼくの絵本わたしの絵本 石川　道子
ツバメ記念日 重松　清 新・装幀談義 菊地　信義
Ｆｏｒ　Ｙｏｕ 五十嵐　貴久 転生 ジョナサン・コット
スメラギの国 朱川　湊人 死後世界地図　日本編 秋山　真人
完全恋愛 牧　薩次 ロバート・モンロー「体外への旅」 ロバート・モンロー
深泥丘奇談 綾辻　行人 １００％幸せな１％の人々 小林　正観
ジバク 山田　宗樹 うえを向いて、泣こう。 宇佐美　百合子
裁判員法廷 芦辺　拓 曖昧力 多湖　輝
岩倉具視 永井　路子 興亡の世界史９ 青柳　正規／〔ほか〕
死写室 霞　流一 江戸三〇〇藩バカ殿と名君 八幡　和郎
婚約のあとで 阿川　佐和子 日本の歴史３
日月めぐる 諸田　玲子 高松塚とキトラ 来村　多加史
切れた鎖 田中　慎弥 騎士と城 フィリップ・ディクソン
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京　上・下 楡　周平 エジプト ジョイス・ティルズリー

山彦ハヤテ 米村　圭伍 日本人の苗字 丹羽　基二
天璋院篤姫と和宮 鈴木　由紀子

外国の小説 社会科学
テメレア戦記　１ ナオミ・ノヴィク 日本と国連の５０年 明石　康
プリンセス・ダイアリー　９ メグ・キャボット 未帰還兵（かえらざるひと） 将口　泰浩
道化の町 ジェイムズ・パウエル やっぱりすごい関西の会社 産経新聞大阪経済部

ティファニーで朝食を トルーマン・カポーティ 人生の「秋」の生き方 堺屋　太一
エヴァ・トラウト エリザベス・ボウエン モンスターペアレントの正体 山脇　由貴子
いつか眠りにつく前に スーザン・マイノット

わがままなやつら エイミー・ベンダー ビジネスコーナーの本
あなたがいるから、わたしがいる メリッサ・フェイ・グリーン 百発百中の営業 飯島　淳代
赤ちゃんクジラと泳いだ海 リン・コックス なぜハーレーだけが売れるのか 水口　健次
バートルビーと仲間たち エンリーケ・ビラ＝マタス 柴田昌治の変革する哲学 柴田　昌治

そのバイト語はやめなさい 小林　作都子

エッセイ 勝利のチームメイク 岡田　武史

言っていいこと、悪いこと 永　六輔

しろい虹 石田　千 健康情報棚の本
清川妙のすてきに年を重ねたい 清川　妙 がん患者大集会〈全国〉患者・家族のメッセージ がん患者団体支援機構／編

ももこの２１世紀日記　ＮＯ．７ さくら　ももこ 奇跡　失くした言葉が取り戻せた！ 沼尾　ひろ子
そら　いろいろ 小沢　征良

言葉を恃む 竹西　寛子 郷土の本
いつから、中年？ 酒井　順子 鳥取県の山 藤原　道弘



宍道湖・中海と霞ケ浦 浅野　敏久

文庫・新書 産業・芸術・スポーツ・語学
煙か土か食い物 舞城　王太郎 食料植民地ニッポン 青沼　陽一郎
山川健次郎の生涯 星　亮一 プランターで楽しむはじめての野菜づくり 相川　未佳
名短篇、さらにあり 北村　薫 １５分スケッチのコツがわかる本 山田　雅夫
名短篇、ここにあり 北村　薫 レオナルドの謎 利倉　隆／構成・文
やがすり信助捕物控 牧南　恭子 ルソーの夢 利倉　隆／構成・文
蚊遣り火 藤原　緋沙子 フェルメールの秘密 利倉　隆／構成・文
銀のなえし 佐伯　泰英 ゴッホの魂 利倉　隆／構成・文
下駄貫の死 佐伯　泰英 ケータイカメラ活用術 ＮＨＫ出版／編
御金座破り 佐伯　泰英 チャップリン暗殺 大野　裕之
政次、奔る 佐伯　泰英 ドアラのひみつ ドアラ
道場破り 佐伯　泰英 田中将大 黒田　伸
引札屋おもん 佐伯　泰英 ペット・サウンズ ジム・フジーリ
橘花の仇 佐伯　泰英

ニライカナイの語り部 鯨　統一郎 ヤングアダルトコーナーの本
大鴉の啼く冬 アン・クリーヴス ミクロにひそむ不思議 牛木　辰男
ダルジールの死 レジナルド・ヒル ぼくたちのアニメ史 辻　真先
ハートシェイプト・ボックス ジョー・ヒル 行政ってなんだろう 新藤　宗幸
壊れゆく医師たち 岡井　崇 映画製作にかかわる仕事
円と日本経済の実力 鈴木　淑夫 化粧品にかかわる仕事
内部告発が社会を変える 桐山　桂一 友だち幻想 菅野　仁

熱風 福田　隆浩

漫画 マディガンのファンタジア　上・下 マーガレット・マーヒー

ヒカルの碁 ６ ほった　ゆみ／原作 女子の国はいつも内戦 辛酸　なめ子
君と僕。１～４ 堀田　きいち 魔使いの秘密 ジョゼフ・ディレイニー

黒い夫婦 平松　昭子 スパイガール　episode2 アリー・カーター

自然科学・技術・家庭 児童
人に話したくなる数学おもしろ定理 関根　章道 政治かんたん解説　下巻 福岡　政行／監修
宇宙 アラン・ダイヤー イラストで学べる裁判員制度　第２巻 裁判員制度研究会
地球温暖化は止まらない Ｓ．フレッド・シンガー 楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑 黒沢　俊二／監修
海 ビバリー・マクミラン 知ってほしい！子どもの「こころの病気」　１・５ 佐々木　正美／監修
運命の暗号 村上　和雄 森は地球のたからもの　３ 宮脇　昭
猛獣と捕食者 ジョン・セイデンスティッカー めんこ 鷹家　碧
わたしのノラネコ研究 山根　明弘 ともだち 武鹿　悦子
太陽電池のしくみがわかる実験と工作・事典 小林　義行 消えた空き巣犯を追え！ 那須　正幹
トコトンやさしい鉄の本 菅野　照造 忍者サノスケじいさんわくわく旅日　３ なすだ　みのる
究極の粉をつくる 内藤　牧男 おばけ屋のおばけたまご あわた　のぶこ
キーボード配列ＱＷＥＲＴＹの謎 安岡　孝一 デモナータ　６幕 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ
ヒトのからだ リンダ・カラブレシ マイカのこうのとり ベンノー・プルードラ

症状別・病気別やっぱり漢方薬が効く！ 矢数　圭堂／監修 絵本
心の病を癒す脳内食品 神津　健一 くりんくりんごーごー 佐々木　マキ
大空真弓の健康格言 大空　真弓 えすがた　あねさま 大川　悦生
かわいくておいしい 伊藤　まさこ １，２，３どうぶつえんへ エリック・カール／構成・絵

ｗｉｔｈ高野優ハッピー育児セラピー 今泉　岳雄 とってもいいひ ケビン・ヘンクス
おとなの味 平松　洋子 だいじょうぶどんどんいこう ベネディクト・ブラスウェイト

世界一の美女の創りかた イネス・リグロン あなたがとってもかわいい みやにし　たつや
少しのイーストでゆっくり発酵パン 高橋　雅子 なわとびしましょ 長谷川　義史
土鍋でおいしいごはんを食べよう 山本　真理 ミッケ！　６ ウォルター・ウィック／写真

からだがかゆい 岩合　日出子
みずたまレンズ 今森　光彦
モグとうさポン ジュディス・カー
トプシーとアンガス マージョリー・フラック

　　児童

　　絵本



おすしのせかいりょこう 竹下　文子
おでんさむらい 内田　麟太郎


