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日本の文学・小説 総記・哲学・宗教・歴史
消失 　３巻 高杉　良／著 情報は１冊のノートにまとめなさい 奥野　宣之／著
愛しの座敷わらし 荻原　浩／著 ぜったいデキます！これからはじめるグーグル ＡＹＵＲＡ／著
Χωρα 篠田　節子／著 Ｍａｃ入門・活用ガイド 小泉　森弥／著
日と月と刀  上・下巻 丸山　健二／著 耳をすまそう絵本についての１００のお話 えほんの会／著
風花 川上　弘美／著 だれでもできるブックトーク 村上　淳子／編著
別冊図書館戦争 有川　浩／著 幸せの絵本 金柿　秀幸／編
みにくいあひる 谷村　志穂／著 中華飲酒詩選 青木　正児／著
まよいもん 松井　雪子／著 愛子とピーコの「あの世とこの世」 佐藤　愛子／著
とける、とろける 唯川　恵／著 捨てれば叶う！ ユキ・シマダ／〔監修・指導〕

菜種晴れ 山本　一力／著 手紙屋 喜多川　泰／〔著〕
神の名前 花村　万月／著 ３３人の否常識 グループ・オブ・３３／著

孤塁の名人 津本　陽／著 サムライ、バリに殉ず 坂野　徳隆／著
あなたの余命教えます 幸田　真音／著 歴史随想パッチワーク 犬養　道子／著
そろそろ旅に 松井　今朝子／著 日本の神々神徳・由来事典 三橋　健／編著
論理と感性は相反しない 山崎　ナオコーラ／著 今日から修行に行ってきます。山路　南／絵と文
逝年 石田　衣良／著 世界一の映画館と日本一のフランス料理店岡田　芳郎／著
沈黙のアイドル 赤川　次郎／著 井沢式「日本史入門」講座③④ 井沢　元彦／著
やる気のない刺客 佐藤　雅美／著 東日本ユースホステルオールガイド ウィル／著
ライオンの冬 沢木　冬吾／著 西日本ユースホステルオールガイド ウィル／著
棟居刑事の使命の条件 森村　誠一／著 北京歴史散歩 和田　哲郎／文

外国の小説 社会科学
失くした記憶の物語 ガブリエル・ゼヴィン／作 愛国者の流儀 ビル・トッテン／著
家族の終わりに リチャード・イエーツ／著 クレジット・サラ金列島で闘う人びと横田　一／著
密会 ウィリアム・トレヴァー／著 ワーキングプアは自己責任か 門倉　貴史／著
ペギー・スー光の罠と明かされた秘密 セルジュ・ブリュソロ／著 日本人の思い ほぼ日刊イトイ新聞

失くした記憶の物語 ガブリエル・ゼヴィン／作 手紙で調べる自分の年金 今泉　善雄／著

エッセイ ビジネスコーナーの本
ロマンス 井上　ひさし／著 ビジネスマンのための情報戦入門 松村　劭／著
ちょっと古びたものが好き 岸本　葉子／著 おしえて、ぼくらが持ってる働く権利 清水　直子／著
生きる意味を教えてください 田口　ランディ／著 日本電産永守イズムの挑戦 日本経済新聞社／編

健康の味 南　伸坊／著 伊勢丹な人々 川島　蓉子／著
スマイル 柴田　倫世／著

大阪ばかぼんど 黒川　博行／著 健康情報棚の本
美貌と処世 林　真理子／著 認知症ケアをもっと“楽”に！ 永田　久美子／編著
言葉のミルフィーユ 小沢　征良／著 前立腺がん 服部　智任／著
賢い身体（からだ）バカな身体 桜井　章一／著 がん難民の哀歓 織田　孝一郎／著
「気づき」の力 柳田　邦男／著

奇縁まんだら 瀬戸内　寂聴／著 郷土の本
言葉のミルフィーユ 小沢　征良／著 ゲゲゲの女房 武良　布枝／著
ラジオ深夜便誕生日の花ときょうの一句 ラジオ深夜便「きょうの一句」 お父ちゃんと私 水木　悦子／著



文庫・新書 産業・芸術・スポーツ・語学
中国残留邦人 井出　孫六／著 東京ディズニーリゾート完全ガイド

アメリカの世界戦略 菅　英輝／著 テレビ番組事始 志賀　信夫／著
フランス・ロマネスクへの旅 池田　健二／著 デジカメ上手になる 伊奈　卓哉／著
ニーチェ 村井　則夫／著 ハイビジョン動画入門
平城京遷都 千田　稔／著 すべては音楽から生まれる 茂木　健一郎／著
創氏改名 水野　直樹／著 フォークソングされどわれらが日々 週刊文春編集部／編

ブータンに魅せられて 今枝　由郎／著 太王四神記公式メイキングＢＯＯＫ③『１週間』編集部／編
歌仙の愉しみ 大岡　信／著 子どもを輝かせるスポーツコミュニケーションスキル山口　文子／著
アダム・スミス 堂目　卓生／著 筋トレ以前のからだの常識 平石　貴久／著
風貌・私の美学 土門　拳／〔著〕 バーディは気持ち 石川　勝美／著
田園風景 坂上　弘／〔著〕 茶席に役立つ袋物手づくりＢＯＯＫ 大沢　和子／著
往復書簡 宇野　千代／〔著〕 古くて新しいパズル ニコリ／編著
教会の悪魔 ポール・ドハティ／著

斜め屋敷の犯罪 島田　荘司／著 ヤングアダルトコーナーの本
十津川警部「悪夢」通勤快速の罠 西村　京太郎／〔著〕 ルーンの子供たちＤＥＭＯＮＩＣ５ ジョン　ミンヒ／著
鳥取・出雲殺人ルート 西村　京太郎／著 闇の聖杯、光の剣 篠田　真由美／作
社賊 森村　誠一／著 「見えざる手」が経済を動かす 池上　彰／著
十津川警部四国お遍路殺人ゲーム 西村　京太郎／著 ＳＦはこれを読め！ 谷岡　一郎／著
君の望む死に方 石持　浅海／著 みえない未来相談室。 ｋ．ｍ．ｐ．／著
女優志願殺人事件 赤川　次郎／著 泣いちゃいそうだよ 小林　深雪／作

ゆびぬき小路の秘密 小風　さち／作

漫画 渋谷ビター・エンジェルズ 横森　理香／作

名探偵コナン　６１巻 青山　剛昌／著 ペットにかかわる仕事
お父ちゃんと私 水木　悦子／著 思春期の月経 堀口　雅子／監著
ぼく、オタリーマン。 よしたに／著 私の学部・学科選び成功作戦 エール出版社／編

自然科学・技術・家庭 児童
液晶のおはなし 竹添　秀男／著 イラストで学べる裁判員制度 裁判員制度研究会／著

化学オリンピック完全ガイド 化学オリンピック日本委員会 地球を救う仕事 くさば　よしみ／編著
絵でわかる生態系のしくみ 鷲谷　いづみ／著 ゲゲゲの鬼太郎とゆうれいテレビ局 水木　しげる／著
ＮＨＫためしてガッテン病気のしくみがわかる事典ＮＨＫ科学・環境番組部 夏の階段 梨屋　アリエ／〔著〕
卵・牛乳・大豆・小麦を使わないアトピッ子 小倉　英郎／監修 うわさの雨少年（レインボーイ）宮下　恵茉／作
眠りを治す 井上　雄一／著 あまんきみこ童話集１～５巻 あまん　きみこ／作
プレ更年期からの女性ホルモン塾 対馬　ルリ子／著 流れ行く者 上橋　菜穂子／作
医療事故の知識とＱ＆Ａ 上田　智司／著 しろくまのアンヨくん 角野　栄子／文
いつまでも「老いない脳」をつくる１０の生活習慣 石浦　章一／著 ジュン先生がやってきた！ 後藤　竜二／作
赤ちゃんが元気に育つ妊娠中の食事レシピ 長沢　池早子／監修 「赤毛のアン」の島で 奥田　実紀／著
とってもやさしい！クルマのしくみ 青山　元男／著 ノーチラス号の冒険 ヴォルフガンク・ホールバイン

ｉＰｏｄ　ｔｏｕｃｈアプリ＆ツール アスキー書籍編集部 ミストマントル・クロニクル マージ・マカリスター／著

中国食品動乱 小森　正彦／著

おしゃれの適齢期 西村　玲子／著
山瀬まみのおいしく暮らそっ 山瀬　まみ／著 てんぐのくれためんこ 安房　直子／作
ベビーシューズコレクション 小沢　美司子／著 わらった 内田　麟太郎／文
ネイリストの資格をとるための本 ネイリストの資格研究会 ぼくはぞうだ 五味　太郎／作
おにぎりの丸かじり 東海林　さだお／著 ダヤン２５６のだいへんしん 池田　あきこ／著
ぬか床づくり 下田　敏子／著 いちねんせいのがっこうたんけん おか　しゅうぞう／さく

雑穀だいすき！ 日本雑穀協会／監修 バルバルさん 乾　栄里子／文
３６５日おべんとう百科 せんねんまんねん まど　みちお／詩
ごちそうサンドイッチとパンのレシピ 主婦の友社／編 いつもいつもそうかな 内田　麟太郎／作
季節の保存食 石原　洋子／著 こぐまくんこぐまくんなにみているの？エリック・カール／え
果実酒とジャム１６０ 飯田　順子／著 わかりますとも！ 五味　太郎／作
すっきり暮らす新・収納テクニック かえるのピータン どい　かや／作
センスよく暮らす人の収納スタイル おばけの花見 内田　麟太郎／作
ダーリンは外国人ｗｉｔｈ　ＢＡＢＹ 小栗　左多里／著 オオカミグーのはずかしいひみつ きむら　ゆういち／作

ヤクーバとライオン ティエリー・デデュー／作

みずならのいのち 手島　圭三郎／作・絵

　　児童

　　絵本



なにがほしいの、おうじさま？ クロード・Ｋ．デュボワ

まじょのおとしもの 油野　誠一／作
もりのおふろ 西村　敏雄／さく


