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植物図鑑 有川　浩 エンゾ ガース・スタイン
スノウ・ティアーズ 梨屋　アリエ 不法取引 リー・ヴァンス
ふちなしのかがみ 辻村　深月 ミレニアム2 スティーグ・ラーソン
リストラ屋 黒木　亮 海に消えた星の王子さま ジャック・プラデル
サムシングブルー 飛鳥井　千砂 アンダルシアの肩かけ エルサ・モランテ
ジパング島発見記 山本　兼一
小説サブプライム 落合　信彦
道絶えずば、また 松井　今朝子 かみつく二人 三谷　幸喜
宵山万華鏡 森見　登美彦 加藤周一講演集 加藤　周一
寂しい写楽 宇江佐　真理 生きてゆく力 宮尾　登美子
学問 山田　詠美 わたし恋をしている。 益田　ミリ
デンデラ 佐藤　友哉 今日よりよい明日はない 玉村　豊男
アダマースの饗宴 牧村　一人 問題があります 佐野　洋子
追跡 高嶋　哲夫 ムツゴロウのニッポン物語 畑　正憲
最も遠い銀河3 白川　道 水曜日の神さま 角田　光代
薄暮 篠田　節子 乙女のトリビア 岳本　野ばら
毛利は残った 近衛　竜春 禅語に生きる 立松　和平
首 伊東　潤
ザ・ベストミステリーズ2009 日本推理作家協会
理屈が通らねえ 岩井　三四二
ダッシュ！ 五十嵐　貴久 未来へ 橋本　大二郎
星間商事株式会社社史編纂室 三浦　しをん 検察ｖｓ．小沢一郎 産経新聞司法クラブ
線路と川と母のまじわるところ 小野　正嗣 人権で世界を変える３０の方法 ヒューマンライツ・ナウ
ドーン 平野　啓一郎 国破れて霞が関あり 若林　亜紀
熊になった少年 池沢　夏樹 日本経済はＶ字回復する 長谷川　慶太郎

パンデミック対策実践マニュアル 佐柳　恭威
海外移住・ロングステイのための税務基礎知識 高山　政信
劣勢を逆転する交渉力 小松　正之

イワシと気候変動 川崎　健 かまわれたい人々 森　真一
教育と平等 苅谷　剛彦 オタクのことが面白いほどわかる本 榎本　秋
物語数学の歴史 加藤　文元 海の向こうの被爆者たち 平野　伸人
市場主義のたそがれ 根井　雅弘 子どもの教育費これだけかかります。 日労研編集部

音楽の聴き方 岡田　暁生

皇族 小田部　雄次
ノモンハン戦争 田中　克彦 その先が読めるビジネス年表 『日本の論点』編集部
政治の精神 佐々木　毅 レポート・報告書書き方と基本 ＨＲＳ総合研究所
村のエトランジェ 小沼　丹 図解わかる定年前後の手続きのすべて 中尾　幸村
ハリウッド警察特務隊 ジョゼフ・ウォンボー 資格試験「半年・独学」勉強法 高野　博幸
相剋 佐伯　泰英 就活こんなときどうする事典 就職情報研究会
夜になっても走り続けろ 倉阪　鬼一郎 日本一やさしい５Ｓの学校 古谷　誠
蓮如伝説殺人事件 木谷　恭介 個人ではじめる、小さなカフェ 渡部　和泉
Ｌ特急やくも殺人事件 西村　京太郎 自宅で始める自営業ガイド 本多　信一
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科学にときめく 益川　敏英 できた！わたしの「過払い金」回収日記 山本　クルミ
クラゲの光に魅せられて 下村　脩 下りるケース、下りないケース 司馬　行雄
とけてゆく地球 ジェームズ・バローグ 泣き寝入りしない！ための労使トラブル対処法 山田　隆司
日本人の起源 産経新聞生命ビッグバン取材班 職場のいじめ・パワハラと法対策 水谷　英夫
図説２０世紀テクノロジーと大衆文化 原　克 わかりやすい物損交通事故紛争解決園部　厚
ＧＭの言い分 ウィリアム・Ｊ．ホルスタイン 交通損害関係訴訟 佐久間　邦夫
自然農薬のつくり方と使い方 農山漁村文化協会
ハーブ図鑑２００ 主婦の友社
ターシャの輝ける庭 リチャード・Ｗ．ブラウン 水墨色紙花の１２ケ月 丸山　東子
ＪＲ気動車客車編成表2009 ジェー・アール・アール ターシャ・テューダー最後のことば ターシャ・テューダー
はさみを入れない着物リフォーム 古川　敏子 もうひとつの劔岳　点の記 山と渓谷社
毎日食べる健康お酢レシピ 金子　ひろみ 広島東洋カープ６０年史
もっと私たちのお弁当 クウネルお弁当隊 六五歳ますます愉しい山山 本多　勝一
Ｉ　ＬＯＶＥおにぎり３６５ デリス・ド・キュイエール川上文代料理教室 布石、その後の攻防 小長井　克
パリのかわいいガーリー・インテリア エディシォン・ドゥ・パリ 日本人の知らない日本語 蛇蔵
あやす・あそぶ3 藤田　浩子 漢語的不思議世界 一海　知義

くらべる図鑑 加藤　由子
ほんとうに読んでほしい本１５０冊 プレジデント社書籍編集部 イスラエル エマ・ヤング
絵本・子どもの本総解説 赤木　かん子 でんじろう先生のカッコいい！科学おもちゃ 米村　でんじろう
脱「世界同時不況」 金子　勝 中学生理科の自由研究ｅｃｏ実験室 成美堂出版編集部
生きる勇気、死ぬ元気 五木　寛之 雲の不思議がわかる本 森田　正光
運はつかめる！ 南部　恵治 寄生虫の奇妙な世界 斉藤　勝司
娘たちへ 福島　みずほ 新幹線と車両基地 モリナガ　ヨウ
世界の天使と悪魔 藤巻　一保 梅干しの絵本 こしみず　まさみ
元気（パワー）をもらう神社旅行 辰宮　太一 イラストでみる食料自給率がわかる事典 深光　富士男
良寛に出逢う旅 羽賀　康夫 夏休みエコロジ自由工作 トモ・ヒコ
秦氏とその民 加藤　謙吉 一人で学べる！小学生のための将棋入門 佐藤　康光
発掘された日本列島2009 文化庁 ピンポン空へ 工藤　純子
三国志談義 安野　光雅 ちゃあちゃんと世界平和記念聖堂 にしもと　みさこ
勝負砂古墳調査概報 岡山大学考古学研究室 花守の話 柏葉　幸子
図説神聖ローマ帝国 菊池　良生 クグノタカラバコ いとう　ひろし
今日の風、なに色？ 辻井　いつ子 ふしぎの森のヤーヤーなみだのひみつ 内田　麟太郎
河合隼雄心理療法家の誕生 大塚　信一 メン！ 開　隆人
甦る怪物（リヴィアタン） 佐藤　優 魔法の本と魔女 ルース・チュウ
半島へ、ふたたび 蓮池　薫 宇宙に秘められた謎 ルーシー・ホーキング

　　今日の風なに色？

ソルティとボタンうみへいく！ アンジェラ・マカリスター

あくびばかりしていたおひめさま カルメン・ヒル
いのちのもりで やなせ　たかし
かけるかな？むしムシ昆虫 しもだ　ともみ
にじいろのさかなうみのそこのぼうけん マーカス・フィスター
こぶたのぶうぶはほんとにぶうぶ？ あまん　きみこ
もったいないばあさんのいただきます 真珠　まりこ インド・カレー紀行 辛島　昇
おいで、フクマル くどう　なおこ 手話の世界を訪ねよう 亀井　伸孝
きんのたまごにいちゃん あきやま　ただし 高校生からわかる「資本論」 池上　彰
ありがとうしょうぼうじどうしゃ 内田　麟太郎 幼稚園教師になるには 大豆生田　啓友
いいこだ、ファーガス！ デイビッド・シャノン 夏を拾いに 森　浩美
きらいさ　きらい 中川　ひろたか 小僧の神様 志賀　直哉
かっきくけっこ 谷川　俊太郎 ＡＬＭＡ電波望遠鏡 石黒　正人
ひろとチロのなつまつり 成田　雅子 中学生からの哲学「超」入門 竹田　青嗣
よくきたね 松野　正子 宇宙がよろこぶ生命論 長沼　毅
おなかのすいたばったのトト 得田　之久 どんとこい、貧困！ 湯浅　誠
じゃぐちをあけると しんぐう　すすむ 天山の巫女ソニン5 菅野　雪虫
ふしぎなナンターラ イルソン・ナ 風の陰陽師3 三田村　信行

産業産業産業産業・・・・藝術藝術藝術藝術・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・語学語学語学語学

自然科学自然科学自然科学自然科学・・・・技術技術技術技術・・・・家庭家庭家庭家庭

総記総記総記総記・・・・哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教・・・・歴史歴史歴史歴史

ヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナーヤングアダルトコーナー

児童児童児童児童

絵本絵本絵本絵本

法情報棚法情報棚法情報棚法情報棚のののの本本本本

ある日、まだ２歳の伸行が突然、母の
歌に合わせておもちゃのピアノを弾き
始めた。８歳にしてモスクワ音楽院大
ホールで演奏。全盲の少年が世界に
羽ばたくピアニストに向かって歩み続
ける日々を綴る。


