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くじら組 山本　一力 シェヘラザードの憂愁 ナギーブ・マフフーズ
佐保姫伝説 阿刀田　高 ブランディングズ城は荒れ模様 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス
三匹のおっさん 有川　浩 アメリカン・ゴッズ上･下 ニール・ゲイマン
剣客春秋 鳥羽　亮 ペギー・スー 魔法の星の嫌われ王女 セルジュ・ブリュソロ
甘苦上海1 高樹　のぶ子
恋文の技術 森見　登美彦
何もかも憂鬱な夜に 中村　文則
そろそろ最後の恋がしたい 唯川　恵 はたらくわたし 岸本　葉子
眩暈 東　直己 人生に生きる価値はない 中島　義道
ロロ・ジョングランの歌声 松村　美香 時代の声、史料の声 吉村　昭
鏡の顔 大沢　在昌 「穴」を探る 草森　紳一
動物園で逢いましょう 五条　瑛 ま、いっか。 浅田　次郎
レッド・デッド・ライン 吉来　駿作
こんな感じ 群　ようこ
うつくしい人 西　加奈子
私立探偵・麻生竜太郎 柴田　よしき チェンジ バラク・オバマ
エ／ン／ジ／ン 中島　京子 日本大使公邸襲撃事件 ルイス・ジャンピエトリ
われに千里の思いあり下 中村　彰彦 裁判官が見た光市母子殺害事件 井上　薫
蘭陽きらら舞 高橋　克彦 なぜ世界は不況に陥ったのか 池尾　和人
プリンセス・トヨトミ 万城目　学 オバマのアメリカ 藤井　英彦
苛めの時間（とき） 井上　淳 失われた〈２０年〉 朝日新聞「変転経済」取材班

このあいだ東京でね 青木　淳悟 ど素人がはじめる投資信託の本 ジョン太郎
闇の陽炎衆 森村　誠一 おたくの起源 吉本　たいまつ

老い楽対談 上坂　冬子
街を浮遊する少女たちへ 兼松　左知子
子どもにケータイもたせていいですか？ 高橋　暁子

日本庭園 小野　健吉 育つ・つながる子育て支援 子育て支援者コンピテンシー研究会

ルポ高齢者医療 佐藤　幹夫 幼稚園から中学までお母さんの学校スピーチ 伊藤　智恵子
「戦地」派遣 半田　滋 オールカラー世界台所博物館 宮崎　玲子
絵画の変 並木　誠士 世界の食文化　別巻 石毛　直道
科学の世界と心の哲学 小林　道夫
都会の花と木 田中　修
日本の子どもと自尊心 佐藤　淑子

中国という世界 竹内　実 だから、一流。 菅原　亜樹子
計算力を強くする完全ドリル 鍵本　聡 起業家の本質 堀　紘一

「流れる臓器」血液の科学 中竹　俊彦 新・介護福祉士養成講座6,7,8 介護福祉士養成講座編集委員会

伝承農法を活かす家庭菜園の科学 木嶋　利男 たたかうお店のバイブル１３冊 青田　恵一
日本近代文学の起源 柄谷　行人 はじめての私流！「癒しサロン」オープンＢＯＯＫ バウンド
世界文学「食」紀行 篠田　一士
西鶴の感情 富岡　多惠子
ジウ2,3 誉田　哲也
妖異川中島 西村　京太郎 わかりやすい離婚 平山　信一
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米村伝治郎のおもしろ科学ライブラリー 大沢　幸子 天声人語2008冬 朝日新聞論説委員室
文科系のための暦読本 上田　雄 日本の美術№５１５ 文化庁∥〔ほか〕
図説環境問題データブック 奥　真美 上村松園画集 上村　松園
パッシブハウスはゼロエネルギー住宅 野沢　正光 アトムＢｏｏｋ 講談社
図説世界の「最悪」航空機大全 ジム・ウィンチェスター 愛唱歌でつづる日本の四季 塩沢　実信
電気が一番わかる 福田　京平 欧州サッカークラブ最強「事情通」読本 斉藤　健仁
波に乗れにっぽんの太陽電池 桜井　啓一郎
最新子どもごはん大百科
救え！世界の食料危機 日本学術振興会・植物バイオ第１６０委員会

二十四節気でわかる園芸作業 山田　幸子 イラストで学べるアメリカ合衆国1 山口　舞
庭木・花木 川原田　邦彦 生きるってすてきだね いながき　ようこ
帝国ホテル流おもてなしの心 小池　幸子 ＡＤＨＤってなあに？ エレン・ワイナー
子どものアレルギーのすべてがわかる本 海老沢　元宏 日本列島 猪郷　久義
心臓病とこころのケア 日経メディカル開発 みんなが知りたい！「動物」のことがわかる本 東　正剛
脳梗塞 富田　博樹 なぜ？なに？よくわかるエネルギー教室2 池内　了
「乳がん」と言われたら… 中村　清吾 宇宙検定１００　3 渡辺　勝巳

たたかうロボット デイビッド・ジェフリス
切り身の図鑑　2 こどもくらぶ
日本の食料4,5 矢口　芳生

新現代図書館学講座4 マンゴーの絵本 よねもと　よしみ
知識の経営と図書館 柳　与志夫 「かいじゅうたち」の世界へ ハル・マルコヴィッツ
児童サービス論 堀川　照代 狂言の大研究 茂山　千五郎
キラキラ応援ブックトーク キラキラ読書クラブ 柔道 こどもくらぶ
著作権マニュアル2008新版 全国視覚障害者情報提供施設協会サービス委 ランドセルのはるやすみ 村上　しいこ
少女の友 実業之日本社 ハナカミ王子とソバカス姫 舟崎　克彦
空襲に追われた被害者たちの戦後 沢田　猛 ラブの贈りもの2 登坂　恵里香
教員評価 苅谷　剛彦 特急おべんとう号 岡田　よしたか
学校給食 牧下　圭貴 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア

河合隼雄と箱庭療法 日本箱庭療法学会編集委員会 双子のヴァイオレット ジーン・ユーア
日本人なら知っておきたい「日本神話」 出雲井　晶 巨大ダコと海の神秘 メアリー・ポープ・オズボーン

日本の歴史15巻 おばあちゃん、ぼしゅう中！ アーニャ・トゥッカーマン

朝鮮王妃殺害と日本人 金　文子 サーカスのどろぼう マッティン・ビードマルク

図説帝政ロシア 土肥　恒之
幕末明治の肖像写真 石黒　敬章
「バロン・サツマ」と呼ばれた男 村上　紀史郎
橋下徹研究 産経新聞大阪本社社会部取材班 ねこのごんごん 大道　あや

ぬくぬく 天野　祐吉
なんじゃもんじゃはかせのおべんとう 長　新太
てんさらばさらてんさらばさら わたり　むつこ

労働法はぼくらの味方！ 笹山　尚人 ふるるるる 武鹿　悦子
高校生活１００のアドバイス 東海林　明 こびとといもむし 肥塚　彰
国際公務員になるには 横山　和子 アンパンマンとらくがきこぞう やなせ　たかし
ＮＨＫあしたをつかめ平成若者仕事図鑑3 ＮＨＫ「あしたをつかめ」制作班 しゃぼんだまぼうや マーガレット・マーヒー
コードギアス反逆のルルーシュ生徒会事件簿R2 朝香　祥 くうきはどこに？ フランクリン　Ｍ．ブランリー

環境問題の基本のキホン 志村　史夫 ひつじのむくむく 村山　桂子
あなたの勉強法はどこがいけないのか？ 西林　克彦 だぶだぶ なかの　ひろたか
本当の友だちってどんな友だちだろう 藤原　和博 せかいをみにいったアヒル マーガレット・ワイズ・ブラウン

地球を救う仕事5 くさば　よしみ げんくんのまちのおみせやさん ほりかわ　りまこ
じぶんと他人 ブリジット・ラベ ぼくは一ねんせいだぞ！ 福田　岩緒
こどものためのお酒入門 山同　敦子 あめふりあっくん 浜田　桂子
ケータイのしくみ 菅原　由美子 いちねんせいのはる・なつ・あき・ふゆ おか　しゅうぞう
夜の侵入者 星　新一 オオカミのおうさま きむら　ゆういち
秒読み 筒井　康隆 こぶたのまーち むらやま　けいこ
スクール・バッグいっぱいの運命 板橋　雅弘 ことろのばんば 長谷川　摂子
オニロック 中村　航 こしおれすずめ 瀬田　貞二
ティーン・パワーをよろしく12 エミリー・ロッダ クリーナおばさんとカミナリおばさん 西内　ミナミ
グリーン・ノウの石 ルーシー・Ｍ．ボストン くずのはやまのきつね 大友　康夫
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