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てのひらのメモ 夏樹　静子 ラストサマー アン・ブラッシェアーズ
時のものがたり 村松　友視 悪魔の調べ上・下 ケイト・モス
ＣＯＷ　ＨＯＵＳＥ 小路　幸也 姿なきテロリスト リチャード・フラナガン
灰の旋律 堂場　瞬一 言葉よりずっと大切なもの ジェニー・マッカーシー
贖罪 湊　かなえ 通話 ロベルト・ボラーニョ
みちのく忠臣蔵 梶　よう子
たどりそこねた芭蕉の足跡 佐藤　雅美
朝のこどもの玩具箱 あさの　あつこ クレンズの魔法 田口　ランディ
シングルベル 山本　幸久 ナマコのからえばり2 椎名　誠
１Ｑ８４　ＢＯＯＫ１・ＢＯＯＫ２ 村上　春樹 楽老抄4 田辺　聖子
アマルフィ 真保　裕一 上坂冬子の老いの一喝 上坂　冬子
かあちゃん 重松　清 へこたれない 鎌田　実
夜来香（イエライシャン）海峡 船戸　与一 どうしてニッポンはこんなに便利で息苦しいのか？ 鴻上　尚史
枯骨の恋 岡部　えつ 美は惜しみなく奪う 林　真理子
甘苦上海2 高樹　のぶ子 Ｂ型の品格 小林　信彦
松本清張傑作選1～3 松本　清張 日本語で読むということ 水村　美苗
笛吹川殺人事件 梓　林太郎 じぶん素描集 原田　宗典
しだれ柳 荒崎　一海
運命の人3 山崎　豊子
山宣 西口　克己
かれん 安達　千夏 オタク論！2 唐沢　俊一
雪冤 大門　剛明 ワーキングプア時代 山田　昌弘
ＩＮ 桐野　夏生 ある日突然、失業したら、どうする・どうなる 日向　咲嗣
武士猿（ブサーザールー） 今野　敏 凛としたシニア 榊原　節子
ＲＡＮＫ 真藤　順丈 「子育て支援」の新たな職能を学ぶ 山下　由紀恵

字が話す目が聞く 上村　博一
「メディア漬け」で壊れる子どもたち 清川　輝基
学校から見える子どもの貧困 藤本　典裕

疾走する精神 茂木　健一郎 日本人の歴史教科書 「日本人の歴史教科書」編集委員会

ハックルベリー・フィンのアメリカ 亀井　俊介 びっくり！おもしろ砂遊び 立花　愛子
孟嘗君と戦国時代 宮城谷　昌光 家庭で育てる国際学力 陰山　英男
戦後世界経済史 猪木　武徳 自分らしい葬儀とお墓の全てが分かる本 自分らしい葬送を考える企画委員会

現代哲学の名著 熊野　純彦

キリストの身体 岡田　温司
寺よ、変われ 高橋　卓志 図解式史上最強の資格勉強術！ 高島　徹治
ミステリーの人間学 広野　由美子 図解わかる特許・実用新案 発明学会
名誉毀損 山田　隆司 広報・ＰＲの基本 山見　博康
デジタル社会はなぜ生きにくいか 徳田　雄洋 アントレプレナーの教科書 スティーブン・Ｇ．ブランク

荒野のホームズ、西へ行く スティーヴ・ホッケンスミス 地頭力のココロ 細谷　功
隠居宗五郎 佐伯　泰英 キャラクター総論 辻　幸恵
隠花平原下 松本　清張 新・心をケアする仕事がしたい！2009～2010年度版 斉藤　弘子
つばさ１１１号の殺人 西村　京太郎 会社書式の作成全集〔２００９〕池田　正利
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完全ガイド皆既日食 武部　俊一 女性のための法律相談ガイド 東京弁護士会・両性の平等に関する委員会

「病院語」がわかる本 チームＭ１ 裁判官は宇宙人 半田　亜季子
新型インフルエンザとは？フェーズ６の恐怖 柳田　彰彦 離婚手続きがよくわかる本 柳原　桑子
環境ビジネス革命 フレッド・クラップ あなたは「死刑」と言えますか 山田　秀雄
名建築に逢う 続 東京新聞編集局 プチ生活保護のススメ 大田　のりこ
ハイブリッド 木野　竜逸 裁判員のための刑事法入門 前田　雅英
戦時輸送船ビジュアルガイド 岩重　多四郎
「鉄」の科学がよ～くわかる本 高遠　竜也
オーガニックコスメ厳選３０３ アイシスガイアネット 中国やきもの入門 伊藤　郁太郎
任天堂“驚き”を生む方程式 井上　理 かごとかご雑貨3
世界一の美女になるダイエット エリカ・アンギャル 皇室のボンボニエール 扇子　忠
キャシー中島のハワイアンキルト5 キャシー中島 字幕の花園 戸田　奈津子
行正り香の今夜は家呑み 行正　り香 イチロー魂の言葉 石田　靖司
こどもとおぼえる包丁の使い方 包編集室 ロードバイクライディング完全ガイド 満生　文洋
らくしておいしい塩味レシピ 浜内　千波 天声人語２００９春 朝日新聞論説委員室
ＮＨＫためしてガッテンカンタン！極うま！火加減レシピ ＮＨＫためしてガッテン料理班 ルーン文字 ポール・ジョンソン

百姓たちの江戸時代 渡辺　尚志
Ｚ式マスターエクセル２００７総合版 アスキー書籍編集部 神さまってなに？ 森　達也
今すぐ使えるかんたんＰｈｏｔｏｓｈｏｐ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　７ 技術評論社編集部 エンザロ村のかまど さくま　ゆみこ
暴走するネット社会 北島　圭 日食観測ガイド 藤井　旭
バリバリ活用教室！！エクセル＆ワード 戸田　覚 ウミウシ 中野　理枝
えっ！ほん？ ちはる クモのいと 新開　孝
レイアウトデザイン 南雲　治嘉 カブトムシがいきる森 筒井　学
本屋さんに行きたい 矢部　智子 メダカ観察ブック 小田　英智
と学会年鑑ＫＩＭＩＤＯＲＩ と学会 世界の橋大研究 三浦　基弘
塩の文明誌 佐藤　洋一郎 はたらく自動車スーパー大百科 中井　精也
雑菌主義宣言！ 斎藤　孝 朝原宣治 金田　妙
未来を創るエジソン発想法 浜田　和幸 ２５８本をうんだバット 友成　那智
すべては目覚めた人からうまくいく 佳川　奈未 アンドルー・ラング世界童話集第１０巻 アンドルー・ラング
不思議の国・ニッポン 神尾　登喜子 みんなを好きに 矢崎　節夫
三世代がいま語るわたしの戦争 新世紀に戦争を語り継ぐ会 まるこさんのおねがい 角野　栄子
朝日新聞の秘蔵写真が語る戦争 朝日新聞社「写真が語る戦争」取材班 もういいよう あまん　きみこ
魏志倭人伝の考古学 西谷　正 李錦玉・朝鮮のむかし話1 李　錦玉
日本国怪物列伝 福田　和也 オックスフォード物語 ジリアン・エイブリー
家系図で読みとく戦国名将物語 竹内　正浩 ササフラス・スプリングスの七不思議 ベティ・Ｇ．バーニィ

ブーのみるゆめ 宮川　ひろ
ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ
ねずみくんといっしょはははは なかえ　よしを
ヒロシマのいのちの水 指田　和
ちいさなき 神沢　利子
のんびりつむりんあめのひいいな おおい　じゅんこ
しろくまのピナーク 葉　祥明 通訳者のしごと 近藤　正臣
リンカーンとダグラス ニッキ・ジョヴァンニ 平和ってなんだろう 足立　力也
ペトロニーユと１２０ぴきのこどもたち クロード・ポンティ イメージできる相対性理論 飛車　来人
ブンブンガタガタドンドンドン かんざわ　としこ １２歳の空 三船　恭太郎
やいたやいた まどか　ななみ ＲＤＧ2 荻原　規子
もりもりくまさん 長野　ヒデ子 碧空の果てに 浜野　京子
ヒロシマのいのちの水 指田　和 夢見る水の王国上・下 寮　美千子
パパとあたしのキャンプ 鈴木　永子 きみが選んだ死刑のスイッチ 森　達也
海辺の町を走るバス 西本　鶏介 世界がぼくを笑っても 笹生　陽子
ねずみくんうみへいく なかえ　よしを 獣の奏者2,3,4 上橋　菜穂子
ほんちゃん スギヤマ　カナヨ 桜桃（さくらんぼ）のみのるころ 今江　祥智
ピアノは夢をみる 工藤　直子 スカルダガリー2 デレク・ランディ
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２００９年７月２２日、日本で４６年ぶり
に見られる皆既日食。日食が起こる理
由、日本各地での見え方、観測方法な
どを紹介。書き込み式の観測スケッチ
用紙等の資料・便利ノートも収録。


