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主婦たちのオーレ！ 遥　洋子 今すぐ使えるかんたんＯｕｔｌｏｏｋ　２００７ 技術評論社編集部／著

わらしべ長者、あるいは恋 服部　真澄 ＩＴ言葉はオレに聞け！ 矢沢　久雄／著
寒紅の色 立松　和平 超「超」整理法 野口　悠紀雄／著
ガリレオの苦悩 東野　圭吾 松居直のすすめる５０の絵本 松居　直／著
聖女の救済 東野　圭吾 クレヨンハウス絵本スクール
太陽の涙 赤坂　真理 子どもに本を買ってあげる前に読む本 赤木　かん子／著
ウェルカムトゥパールハーバー　上・下 西木　正明 若者たちに「住まい」を！ 日本住宅会議／編
観月観世 曽野　綾子 いま、日本の米に何が起きているのか 山本　博史／著
キネマの神様 原田　マハ 運がよくなる風水収納＆整理術 李家　幽竹／著
サンタ・エクスプレス 重松　清 運のいい人になるためのお悩み解決風水 李家　幽竹／著
太陽の坐る場所 辻村　深月 忘れかけていた人生の名言・名句 森村　誠一／〔著〕
蝶々さん　上・下 市川　森一 僧医として生きる 対本　宗訓／著
茗荷谷の猫 木内　昇 イラストでみる日本史博物館　第2,3巻 香取　良夫／著・画
逆転ペスカトーレ 仙川　環 カムイ伝講義 田中　優子／著
アレグリアとは仕事はできない 津村　記久子 怨霊と鎮魂の日本芸能史 井沢　元彦／著
森に眠る魚 角田　光代 江戸の備忘録 磯田　道史／著
あした吹く風 あさの　あつこ 歴史は生きている 朝日新聞取材班／著
天使のとき 佐野　洋子 英傑の日本史　上杉越後軍団編 井沢　元彦／著
松林図屏風 萩　耿介 ガロアの生涯 Ｌ．インフェルト／著
美作の風 今井　絵美子 最後の冒険家 石川　直樹／著
イノセント・ゲリラの祝祭 海堂　尊
太郎が恋をする頃までには… 栗原　美和子
あなたの獣 井上　荒野 ボクが韓国離れできないわけ 黒田　勝弘／著
銀のみち一条　上・下 玉岡　かおる 帰化日本人 黄　文雄／著
しずかの朝 小沢　征良 ｉｍｉｄａｓ　ＳＰＥＣＩＡＬ世界と日本の地勢を読み解く時事力 イミダス編集部／編
テースト・オブ・苦虫　6 町田　康 イスラーム世界の論じ方 池内　恵／著
悼む人 天童　荒太 オバマ「勝つ話術、勝てる駆け引き」 西川　秀和／著
オリンピックの身代金 奥田　英朗 自治体アウトソーシングの事業者評価 南　学／著
女神記 桐野　夏生 目からウロコの公益法人制度・会計・税務９９問９９答 中村　元彦／共著
あまりに野蛮な　上・下 津島　佑子 移民環流 杉山　春／著
花筏 鳥越　碧 会計課長団達也が行く！ 林　総／著
光 三浦　しをん おうちで楽しむにほんのもてなし 広田　千悦子／著
生還 大倉　崇裕 アイヌ式エコロジー生活 さとうち　藍／著
武士の尾 森村　誠一 今すぐ食べたい！自衛隊ごはん

空とセイとぼくと 久保寺　健彦 雪の結晶 ケン・リブレクト／著

われに千里の思いあり　中 中村　彰彦 ドコバラ！ 竹内　久美子／著

四とそれ以上の国 いしい　しんじ 思春期のアスペルガー症候群 佐々木　正美／監修
ひとつ目女 椎名　誠 ノーベル賞で語る現代物理学 池内　了／著
橋をめぐる 橋本　紡

泥（こひ）ぞつもりて 宮木　あや子

踊るジョーカー 北山　猛邦 １０年後あなたの本棚に残るビジネス書１００ 神田　昌典／著
ホワイトクロウ 加藤　実秋

詩と死をむすぶもの 谷川　俊太郎／著
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神の小屋 ウィリアム・ポール・ヤング／著 えっ、わたしが裁判員？ 愛知総合法律事務所／著

ジョナサン・ストレンジとミスター・ノレル　1,2,3 スザンナ・クラーク／著 改正特定商取引法のすべて 村　千鶴子／著
昔日 ロバート・Ｂ．パーカー／著

ＴＡＰ グレッグ・イーガン／著

千の輝く太陽 カーレド・ホッセイニ／著 はじめよう野菜づくり 井原　英子／著
帰郷者 ベルンハルト・シュリンク／著 畑仕事の十二カ月 久保田　豊和／著

庭で楽しむ四季の花２８０ 主婦の友社／編
鉢花＆寄せ植えの花３２０ 主婦の友社／編

とんぼの目玉 長谷川　摂子／著 江尻光一のはじめての洋ラン 江尻　光一／著
読むので思う 荒川　洋治／著 はじめての観葉植物 渡辺　均／監修
すっぴんは事件か？ 姫野　カオルコ／著 かわいい犬の医学事典 長谷川　正昭／監修
日本人への祈り 柳沢　桂子／〔著〕 食べごろ摘み草図鑑 篠原　準八／著
あの道この道今の道 大橋　歩／著 男の焚き火事典 太田　潤／著
無言館の坂を下って 窪島　誠一郎／著 繁盛商店街の仕掛け人 鶴野　礼子／著
楽老抄　3 田辺　聖子／著 明治・大正・昭和のラベル、ロゴ、ポスター 廼地　戎雄／編著
人情屋横丁 山本　一力／〔著〕 白いネコは何をくれた？ 佐藤　義典／著
レンアイ相談 小手鞠　るい／著 司会・幹事進行とあいさつ実例集 すぴーち工房／著
旅する力 沢木　耕太郎／著 日本語が亡びるとき 水村　美苗／著
花はどこへいった 坂田　雅子／著 にほん語おもしろい 坪内　忠太／著
君は誰に殺されたのですか 江花　優子／著 篤姫 完結編 ＮＨＫ出版／編

地元学をはじめよう 吉本　哲郎／著
ルポ労働と戦争 島本　慈子／著 ガリレオがひらいた宇宙のとびら 渡部　潤一／著
宇宙論入門 佐藤　勝彦／著 ゲームの教科書 馬場　保仁／著
歌舞伎の愉しみ方 山川　静夫／著 英語は多読が一番！ クリストファー・ベルトン／著

浮世絵 大久保　純一／著 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原　理恵子／著・装画・挿画

離散数学「数え上げ理論」 野崎　昭弘／著 建築バカボンド 岡村　泰之／著
高校数学でわかるボルツマンの原理 竹内　淳／著 天山の巫女ソニン4 菅野　雪虫／作
世界を制した「日本的技術発想」 志村　幸雄／著 レッド・マスカラの秋 永井　するみ／作
天外消失 早川書房編集部／編 ウェストマーク戦記1,2,3 ロイド・アリグザンダー／作

完訳グリム童話集　3 グリム兄弟／〔著〕
閉ざされた海 中里　恒子／〔著〕
新選与謝野晶子歌集 与謝野　晶子／〔著〕
黙契 佐伯　泰英／〔著〕
独り祝言 佐伯　泰英／著
相棒　ｓｅａｓｏｎ２下 輿水　泰弘／ほか脚本

ルームシューズの本 坂内　鏡子／著 児童労働 アムネスティ・インターナショナル日本／編

暮らしの手仕事 5 宇宙の不思議がわかる！ 甲谷　保和／著
カウチンセーターと帽子 ぜんぶわかる自動車大集合！ものしりずかん 中井　精也／監修
もっともっとドミノ編み ヴィヴィアン・ホクスブロ／著 ドラゴンはヒーロー 茂市　久美子／作
はじめての棒針編み棒針モチーフパターン１００ おばけのゆびきり 那須　正幹／さく
世界のキルト すずをならすのはだれ 安房　直子／作
斉藤謡子のパッチワークを楽しむ刺しゅうパターン１２０ 斉藤　謡子／著 「おまえだ！」とカピバラはいった 斉藤　洋／著
はじめての水引アート 梶　政華／著 裸のダルシン Ｃ．Ｗ．ニコル／著
かんたん！おいしい！作りおきのおかず 石沢　清美／著 あたしが部屋から出ないわけ Ａ．クーテュール／作
石原結実の元気になるしょうがレシピ 石原　結実／著
ひと手間かけて手づくり調味料 やぎぬま　ともこ／著
はじめての飾り巻きずしとデコちらし 後藤　幸子／著 おばあちゃんのおせち 野村　たかあき／作・絵
らくチン！１０分でできる園児のおべんとう 村上　祥子／著 おせちいっかのおしょうがつ わたなべ　あや／作
なつかしいおやつのレシピ 池上　保子／著 十二の月たち ボジェナ・ニェムツォヴァー／再話

和菓子の技術 おふろのじかん リスベット・スレーヘルス／さく

近藤典子の収納の基本 近藤　典子／〔監修〕 ＣＯ２のりものずかん 三浦　太郎／作
自然派おそうじの基本と習慣 文化出版局／編 なぜ戦争はよくないか アリス・ウォーカー／文
やさしい家、やわらかな暮らし。 成美堂出版編集部／編集 かいものさんぽゴムぞうり 荒井　良二／さく
すっきり暮らせる収納とインテリア 北極熊ナヌーク ニコラ・デイビス／文
幸せの野菜ごはん 李　映林／著 だいすきっていいたくて カール・ノラック／ぶん
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『『『『天山天山天山天山のののの巫女巫女巫女巫女ソニンソニンソニンソニン』』』』第第第第4444巻巻巻巻　　　　菅野雪虫著菅野雪虫著菅野雪虫著菅野雪虫著
天山で12年間、巫女の修行をしてきたソニン
は、能力を失い里へ帰されます。下界で彼女
を待っていたのは、王子イウォルとの出会い
と、過酷な運命でした。講談社児童文学新人
賞を受賞したアジア系ファンタジー、待望の
第4巻です。


