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日本の文学・小説 総記・哲学・宗教・歴史
壁抜け男の謎 有栖川　有栖 仕事がはかどる！ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２００７の技 稲村　暢子
枕女優 新堂　冬樹 謎の会社、世界を変える。 須田　将啓
工学部・水柿助教授の解脱 森　博嗣 はじめての安全なパソコンのお引っ越し 村松　茂
星のひと 水森　サトリ お話を子どもに 松岡　享子
この世の全部を敵に回して 白石　一文 課題解決型サービスの創造と展開 大串　夏身
カルトローレ 長野　まゆみ 蝶々は誰からの手紙 丸谷　才一
遊女（ゆめ）のあと 諸田　玲子 信号機の壊れた「格差社会」 佐高　信
青の懺悔 堂場　瞬一 もっと知りたい！本当の沖縄 前泊　博盛
サイレント・キラー 結城　五郎 北海道からみる地球温暖化 大崎　満
ブルーベリー 重松　清 ユダヤ人最後の楽園 大沢　武男
やさしいため息 青山　七恵 近代スピリチュアリズムの歴史 三浦　清宏
キララ、またも探偵す。 竹本　健治 “パッと見”手相占い ゆきまる
群青 植松　三十里 明治・大正・昭和の大衆文化 成蹊大学文学部学会

ファイアー・フライ 高嶋　哲夫 外から見た〈日本文化〉 星野　勉
聖域 大倉　崇裕 古事記と日本書紀 武光　誠
ぶるうらんど 横尾　忠則 清々しい日本人 武田　鏡村
りすん 諏訪　哲史 卜部日記・富田メモで読む人間・昭和天皇 半藤　一利
恋のトビラ 石田　衣良 オバマの孤独 シェルビー・スティール

むかでろりん 遠藤　徹 調べる技術・書く技術 野村　進
被取締役（とりしまられやく）新入社員 安藤　祐介 論語を楽しんで生かす本 佐久　協

外国の小説 社会科学
エッグ氏，ビーン氏，クランペット氏 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス 日本人とは何か 谷沢　永一
太陽の盾 アーサー・Ｃ．クラーク 介護にかかるお金 ＬＴＣ研究会
ラーマーヤナ 3,4 アショーカ・Ｋ．バンカー 年金制度は誰のものか 西沢　和彦
老首長の国 ドリス・レッシング ガイドブック消費者契約法 佐々木　幸孝
玉ねぎの皮をむきながら ギュンター・グラス 働くママの仕事と育児 たまごクラブ
世界の測量 ダニエル・ケールマン

アンディとマルワ ユルゲン・トーデンヘーファー ビジネスコーナーの本
戦争ノート マルグリット・デュラス 最新キーワードでわかる！日本経済入門 三菱総合研究所
ポルトベーロの魔女 パウロ・コエーリョ 社長になる人のための経理の本 岩田　康成

平凡な人財で非凡な成果を上げる 及川　昭

エッセイ 日本一わかりやすい労働ニュースの読み方 北見　昌朗

ふり返る勇気 なだ　いなだ 日本相場師列伝 2 鍋島　高明
なんでもありか 伊集院　静 女子面！ 長尾　円

遺稿集 鴨志田　穣 健康情報棚の本
そのノブは心の扉 劇団ひとり ３大疾病の教科書 国立がんセンター
役にたたない日々 佐野　洋子 ドクター中川の“がんを知る” 中川　恵一
朝焼けを生きる 落合　恵子

長さ一キロのアナコンダ 椎名　誠
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文庫・新書 産業・芸術・スポーツ・語学
飾り屋盗賊闇裁き 喜安　幸夫 とってもかんたん！和の粘土細工 香山　桂子
美しきもの見し人は 篠田　真由美 シューベルトとウィーンの音楽家たち 青島　広志
京都大原殺人物語 秋月　達郎 恋愛哲学者モーツァルト 岡田　暁生
空の境界　上 奈須　きのこ　 太王四神記公式ドラマ・ガイド 『１週間』編集部
漱石 三浦　雅士 レスリー・チャンの香港 松岡　環
ホロコースト 芝　健介 サザエさんの東京物語 長谷川　洋子
イラクは食べる 酒井　啓子 日本書道ものがたり 村上　翠亭
北京 春名　徹 戦争の映画史 藤崎　康
江戸城－本丸御殿と幕府政治 深井　雅海 日本人登場 三原　文
サブプライム問題の正しい考え方 倉橋　透 野村の「眼」 野村　克也
不可能性の時代 大沢　真幸 中高年のための「体を動かす」簡単運動メニュー 松葉　育郎
酩酊船 森　敦 逆風を切って走れ 赤星　憲広
絞首人の手伝い ヘイク・タルボット

反貧困 湯浅　誠 ヤングアダルトコーナーの本
高度成長 武田　晴人 崖っぷちに立つあなたへ 落合　恵子
金融権力 本山　美彦 自然のなかで働きたい しごと応援団
人生読本落語版 矢野　誠一 環境にやさしい仕事をする！？ 黒川　智玄
新・進化論が変わる 中原　英臣 花天新選組 越水　利江子
がん治療の常識・非常識 田中　秀一 ＡＢＣＤＥＦＧ殺人事件 鯨　統一郎
復興期の精神 花田　清輝 ボーイズ・イン・ブラック 後藤　みわこ

エイレーネーの瞳 小前　亮

漫画 黒魔女さんが通る！！Part8 石崎　洋司

神聖喜劇 第3巻～第6巻 大西　巨人／原作 ラブ、スター★ガール ジェリー・スピネッリ
あらしの前 ドラ・ド・ヨング
地図を楽しもう 山岡　光治

自然科学・技術・家庭 児童
道路問題を解く 山崎　養世 身近な科学の大研究 栗岡　誠司/監修
人類が消えた世界 アラン・ワイズマン 幻狼神異記 2 横山　充男
海辺再生 三番瀬環境市民センター 花ざかりの家の魔女 河原　潤子
建築する身体 荒川　修作 アート少女 花形　みつる
「縁側」の思想 ジェフリー・ムーサス 五月は花笠！ 後藤　竜二
リフォームにかかるお金がわかる本 林　直樹 四文字のひみつ 光丘　真理
知ってる？自動車なんでもランキング ベストカー マルガリータと森のまもの 工藤　ノリコ
わかりやすい旅客機の「基礎知識」 坪田　敦史／ほか 小説火の鳥 手塚　治虫／原作
雪とパイナップル 鎌田　実 きのうの少年 小森　真弓
できるＣＤ＆ＤＶＤ作成 小寺　信良 フリッツと満月の夜 松尾　由美
トコトンやさしい有機ＥＬの本 森　竜雄 ぷぷぷうプウタは一年生 神沢　利子
海洋船舶の科学 菅野　照造／監修 真夜中の学校で 川端　裕人

靴・靴下からはじめるオシャレ 伊豆原　月絵 絵本
着こなせ！アジアンファッション 平林　豊子 ごくらくねこ 内田　麟太郎

くろずみ小太郎旅日記　その６ 飯野　和好
てとてとてとて 浜田　桂子
ケーキをさがせ！ テー・チョンキン
おはようひまわりくん てらむら　てるお
しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン
みかん なかがわ　りえこ
のねずみチッチ ふくざわ　ゆみこ
チャーリーのどうぶつえん マーカス・フィスター
まいごのくじら まつたに　みよこ
うんてんしてるの、だあれ？ ミシェル・ゲ

　　児童

　　絵本



ウマソウのピョンピョンピョーン みやにし　たつや


