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雲と海の溶け合うところ 天野　作市 はじめてのＷｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａの遅い重い！これで解決 ケイエス企画
日無坂 安住　洋子 未来をつくろう！図書館で 神奈川の図書館を考えるつどい

マイクロバス 小野　正嗣 建築家の自由 鬼頭　梓
９・１１倶楽部 馳　星周 Ｑ＆Ａで学ぶ図書館の著作権基礎知識 黒沢　節男
非正規レジスタンス 石田　衣良 地域に図書館はありますか？ 身近に図書館がほしい福岡市民の会／編

おそろし 宮部　みゆき 学力を高める「朝の読書」 山崎　博敏／編著
波打ち際の蛍 島本　理生 赤ちゃんに絵本を読むということ 京都家庭文庫地域文庫連絡会／編

いっちばん 畠中　恵 知的速読の技術 松田　真澄
不連続の世界 恩田　陸 最新・月の科学 渡部　潤一／編著
漂流巌流島 高井　忍 占いバイブル ジェーン・ストラザーズ
喜の行列悲の行列 藤田　宜永 草食系男子の恋愛学 森岡　正博
野球の国のアリス 北村　薫 普通の人がこうして億万長者になった 本田　健
宿屋めぐり 町田　康 スイス人銀行家の教え 本田　健
誘拐児 翔田　寛 我らの不快な隣人 米本　和広
インターセックス 帚木　蓬生 破産者オウム真理教 阿部　三郎
別冊図書館戦争2 有川　浩 昭和の記憶を掘り起こす 中村　政則
眼と太陽 磯崎　憲一郎 教科書から消えた日本史 河合　敦
仮の水 リービ英雄 「大化改新」隠された真相 谷口　雅一
訣別の森 末浦　広海 発掘された日本列島2008 文化庁／編
子守唄しか聞こえない 松尾　依子 原爆で死んだ米兵秘史 森　重昭
ひかりの剣 海堂　尊

社会運動の仁義・道徳 樋口　篤三
心を沈めて耳を澄ます 鎌田　慧
世界認識のための情報術 佐藤　優
大統領の料理人 ウォルター・シャイブ

仕事は５年でやめなさい。 松田　公太
日経ＷＯＭＡＮ元気のバイブル 佐藤　綾子
魔法のラーメン発明物語 安藤　百福
株式会社のつくり方と運営 佐藤　善恵／共著
ワールド・ビジネスサテライト再生ニッポン 小谷　真生子／編

われらが歌う時　上･下 リチャード・パワーズ
プリンセス・ダイアリー　スイート・シックスティーン篇 メグ・キャボット

リーシーの物語　上･下 スティーヴン・キング 最強の老人介護 三好　春樹

緑のヴェール ジェフリー・フォード 糖尿病のすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス／編

孤独の要塞 ジョナサン・レセム 大切な人の心を守るための図解こころの健康事典 町沢　静夫
乱鴉の饗宴　上･下 ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン

ノック人とツルの森 アクセル・ブラウンズ

星々の蝶 ベルナール・ヴェルベール 鳥取・岩美・八頭ふるさと大百科 田村達也　監修
七匹の蛾が鳴く フランク・ティリエ 墓場鬼太郎読本 水木　しげる／〔ほか著〕
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『いっちばん』畠中恵/2008.7　新潮社

日本橋大店の若だんなは、身体が
めっぽう弱く、いつも寝込んでばかり
…そんな若だんなを守るのは、数多
の妖怪たち！
お江戸で起こる難事件に、若だんな
と、頼りになるけどどこかずれてる妖
怪たちが挑むシリーズ第7弾です！



ふたりの品格 永　六輔 自動車事故犯罪事実記載例集 交通実務研究会／編著

おはよう！ヨシ子さん 嵐山　光三郎 くらしの法律百科 鍛冶　良堅／総監修
帰省 藤沢　周平 はじめての相続・贈与 岩崎　一雄／〔ほか〕共著

父の戦地 北原　亜以子 借金返済の裏ワザ 石丸　幸人
人並みといふこと しりあがり　寿 裁判員制度が始まる 土屋　美明
ナマコのからえばり 椎名　誠
子ども力がいっぱい 河合　隼雄
浅田次郎とめぐる中国の旅 浅田　次郎／著・監修

街道をついてゆく 村井　重俊 日本の伝承折り紙 小林　一夫
ドキドキ！！妖怪きりがみ 黒須　和清
音大進学・就職塾 茂木　大輔

学歴・階級・軍隊 高田　里惠子 パリ音楽散歩 フジコ・ヘミング
麦の穂 長谷川　櫂 東京の俳優 柄本　明
美しい言葉づかい 井村　順一 篤姫　後編 ＮＨＫ出版／編
幕末維新と佐賀藩 毛利　敏彦 昭和特撮大全 岩佐　陽一
関数とはなんだろう 山根　英司 スタジオジブリのひみつ 風見隼人と東京アニメ研究会／編著

化学トリック＝だまされまいぞ！ 山崎　昶 折り返し点 宮崎　駿
花はふしぎ 岩科　司 北島康介夢、はじまる 折山　淑美
訳注聯珠詩格 柏木　如亭 ロードバイクの科学 ふじい　のりあき
ルインズ　上･下 スコット・スミス 傑作アウトドアグッズ１００
鉄槌 ポール・リンゼイ
火星年代記 レイ・ブラッドベリ
七番目の仮説 ポール・アルテ １０代をよりよく生きる読書案内 こやま　峰子／編著
黒猫の三角 森　博嗣 海はゴミ箱じゃない！ 真　淳平
百物語 輪渡　颯介 粘土でにゃにゅにょ 田中　敬三
千里眼シンガポール・フライヤー上･下 松岡　圭祐 幻狼神異記３ 横山　充男
千里眼美由紀の正体　上･下 松岡　圭佑 蒼路の旅人 上橋　菜穂子
蟹工船・党生活者 小林　多喜二 ガンジス・レッド、悪魔の手と呼ばれしもの ディーン・ヴィンセント・カーター

釧路湿原殺人事件 内田  康夫 消せない炎 ジャック・ヒギンズ
美しいハンナ姫 マリア・ケンジョジーナ
囚われちゃったお姫さま パトリシア・Ｃ．リーデ
ヒットラーのカナリヤ サンディー・トクスヴィグ

ひと目でわかる－きもの用語の基本

刺繍に恋して 森　れいこ／著
決定版やせる！裏ワザ知得（しっとく）メモ５５５ 主婦の友社／編 これだけ手話 田中　ひろし／企画・著

元気な一汁一菜 小林　ケンタロウ／著 里山百年図鑑 松岡　達英
１００円以下の経済おかず 恐竜館 富田　幸光／監修
インド家庭料理「カレーとサブジ」入門編 香取　薫／著 はるははこべのはなざかり 二宮　由紀子
旬の味 鈴木　登紀子／著 ブンダバーとわんわんわん くぼしま　りお
自然がくれた愛情ごはん かるべ　けいこ／料理 かいけつゾロリカレーｖｓ．ちょうのうりょく 原　ゆたか
関孝和の数学 竹之内　脩／著 ま夏の夜は、たんけん！ 後藤　竜二
たとえば、銀河がどら焼きだったら？ 布施　哲治／著 瓜ふたつ ひろの　みずえ
拡がる宇宙地図 矢野　太平／著 カジカガエルとさやかの河原 佐々木　智子
本から自然へ自然から本へ 京都科学読み物研究会／編 犬やねこが消えた 井上　こみち
動物の足跡学入門 熊谷　さとし／著
勃発！エネルギー資源争奪戦 ダイヤモンド社／編
写真でたどる建設機械２００年 大川　聡／著 ぞうのホートンひとだすけ ドクター・スース
水の未来 フレッド・ピアス／著 ゆめゆめえほん 井上　洋介
カイくんの家族ではじめるエコ 主婦と生活社／編 むらさきふうせん クリス・ラシュカ
北京古い建てもの見て歩き 高井　潔／著 ばんごはんはねこざかな わたなべ　ゆういち
超入門ゼロからはじめるインターネット 深沢　久夫／著 パンダ 米津　景太
ぜったいデキます！ＣＤ＆ＤＶＤ作り オンサイト／著 だから？ ウィリアム・ビー
船のしくみ 新星出版社編集部／編 雷の落ちない村 三橋　節子
乙女の教科書 おおた　うに／著 よしよしなでなで とくなが　まり
フードバンクという挑戦 大原　悦子／著 まるくておっきくてまっくろで 尾崎　美紀
コンパニオンプランツで無農薬の野菜づくり お化け屋敷へようこそ 川端　誠
花ことばと神話・伝説 伊宮　伶／編著
バラ界のファーブル先生Ｄｒ．真島康雄のバラの診察室 真島　康雄／〔著〕
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