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新参者 東野　圭吾 ジーヴスの帰還 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス
ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 辻村　深月 ブリーダ パウロ・コエーリョ
殺気！ 雫井　脩介 通訳ダニエル・シュタイン　上 リュドミラ・ウリツカヤ
ダブル・ジョーカー 柳　広司
デパートへ行こう！ 真保　裕一
熱い風 小池　真理子 小さいころに置いてきたもの 黒柳　徹子
元気でいてよ、Ｒ２－Ｄ２。 北村　薫 発火点 桐野　夏生
墨染の鎧　上・下 火坂　雅志 小さな生きものたちの不思議なくらし 甲斐　信枝
逃亡者 折原　一 生きなおすのにもってこいの日 田口　ランディ
よもぎ学園高等学校蹴球部 松波　太郎 「下り坂」繁盛記 嵐山　光三郎
花と流れ星 道尾　秀介 遊びをせんとや生れけむ 久世　光彦
フリーター、家を買う。 有川　浩 人間の運命 五木　寛之
夢うつつ あさの　あつこ ９１歳。今日を悔いなく幸せに 吉沢　久子
密室から黒猫を取り出す方法 北山　猛邦
あるキング 伊坂　幸太郎
殺人者 深谷　忠記
ｂｒｏｔｈｅｒ　ｓｕｎ 小路　幸也 池上彰の政権交代がわかる！ 池上　彰
霊峰の門 谷　甲州 凄い時代 堺屋　太一
おれも武士（おとこ） 鳥羽　亮 まるごとわかる！民主党政権 講談社セオリー
口は禍いの門 佐藤　雅美 指定管理者制度のすべて 成田　頼明
ヘヴン 川上　未映子 核兵器はなくせるか？Ｙｅｓ，Ｗｅ　Ｃａｎ！！ 富田　宏治
風狂の空 城野　隆 死刑のある国ニッポン 藤井　誠二
ちりかんすずらん 安達　千夏 公正証書の作り方と活用法〔２００９〕全訂版 安斉　勉
甘苦上海　3 高樹　のぶ子 創られた「東京裁判」 竹内　修司
心霊探偵八雲　8 神永　学 地図に隠された「県民性」の歴史雑学 三浦　竜

長寿大国の虚構 出井　康博
からだといのちを感じる保健教材・教具集 全養サ書籍編集委員会

いちばん受けたい授業 朝日新聞夕刊フィーチャー編集グループ

タイ中進国の模索 末広　昭 ろう者の世界 木村　晴美
ダーウィンの思想 内井　惣七 原っぱが消えた 堀切　直人
ネガティブ・マインド 坂本　真士
未成年・桃 阿部　昭

アメリカの影 加藤　典洋 小さな会社の総務・経理がすべてわかる本’０９～’１０年版 楠　亜紀子
哈爾浜詩集・大陸の琴 室生　犀星 東大で教えた就職学 草間　俊介
黒い山 レックス・スタウト 資格・検定・公務員受験案内２０１１年度版 学研
杜若艶姿 佐伯　泰英 就活のギモン解決ＢＯＯＫ 菊地　信一
謝肉祭の王 石神　茉莉 不況に負けない経済グッドニュース 森永　卓郎
少女探偵は帝都を駆ける 芦辺　拓
外国人墓地を見て死ね 西村　京太郎
空海七つの奇蹟 鯨　統一郎 本人訴訟 河野　順一
パパの愛した悪女 赤川　次郎 年金の基礎知識〔２０１０年版〕全訂新版 服部　営造
漁り火 藤原　緋沙子 市民のための消費者契約法 村　千鶴子
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最新ケータイを支える技術 西田　宗千佳 親の入院・介護に直面したら読む本 長岡　美代
「エコタウン」が地域ブランドになる時代 関　満博 糖尿病正しい治療がわかる本 野田　光彦
城と城下町 高見　敞志 はじめに読むＬＤ〈学習障害〉の本 上野　一彦
日本の旅客機全機種ガイド その夜、妻に最期のキスをした。 横山　文野
『生活の木』の手作り石けんのきほん 梅原　亜也子
博覧の世紀 福間　良明
村の肖像 川尻　裕一郎
温暖化が進むと「農業」「食料」はどうなるのか？ 杉浦　俊彦 ルーヴル美術館へ。 ペン編集部
遥かなる野菜の起源を訪ねて 池部　誠 世界遺産事典２０１０改訂版 古田　陽久
知識ゼロからの食べる庭づくり 桐原　春子 画集いもとようこの世界 いもと　ようこ
それからの森 柳生　博 禁煙アッコ 和田　アキ子
天然アユが育つ川 高橋　勇夫 韓国ドラマ時代劇王　9
こんこんぞうり・布ぞうり 市ノ瀬　絵里子 夢をかなえるサッカーノート 中村　俊輔
１週間でかんたんベビーニット 河合　真弓 自分で治す野球肩・野球ひじ 佐伯　勉
これさえあれば！ごはんの友 主婦の友社 ありがとうを伝えるお礼の手紙・はがき 西村　佐和子
カロリーが気になる人の１００ｋｃａｌの１００レシピ 検見崎　聡美

学校では教えてくれない本当のアメリカの歴史　上・下 ハワード・ジン
アフガニスタン スーザン・ウィットフィールド

あっという間に聞く！見る！楽しむ！ＣＤ／ＤＶＤ作成 佐々木　康之 ひろしま国 中国新聞社
Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａエラー＆トラブル解決事典 飯島　弘文 表・グラフのかき方事典 小西　豊文
楽しもう！学校図書館ディスプレイ さわだ　さちこ ノーベル賞がわかる事典 土肥　義治
現代日本の転機 高原　基彰 星の子モーシャ クアトーン・カヤン
新型インフルエンザ・クライシス 外岡　立人 地球環境図鑑 デヴィッド・デ・ロスチャイルド

エニアグラム自分のことが分かる本 ティム・マクリーン のりもののしくみ見学　1 クリス・オックスレイド
時計の時間、心の時間 一川　誠 金メダリストのシューズ 大野　益弘
センスのいい脳 山口　真美 Ｑ＆Ａ式しらべる野球　1 ベースボール・マガジン社

夢事典 レディ・ラピス 名文・名句でおぼえる小学校の漢字１００６字 笹原　宏之
しがみつかない生き方 香山　リカ へんなゆめ たじま　ゆきひこ
心が楽になるホ・オポノポノの教え イハレアカラ・ヒューレン 反撃 草野　たき
逆境を切り開く！！司馬遼太郎「坂の上の雲」５０の知恵 北原　義昭 バターサンドの夜 河合　二湖
薩摩藩士朝鮮漂流日記 池内　敏 ねむりの国のまじょ子 藤　真知子
御曹司たちの王朝時代 繁田　信一 ママはおしゃべり 山中　恒
まねる力 勝間　和代 かわいい魔女のゆうれい！！ 藤　真知子
英傑の日本史 激闘織田軍団編 井沢　元彦 ふしぎなたいこ 新田　新一郎
総図解よくわかる徳川将軍家 『歴史読本』編集部 はらっぱのおはなし 椋　鳩十
僕は、字が読めない。 小菅　宏 李錦玉・朝鮮のむかし話　3 李　錦玉
ある徴兵拒否者の歩み 北御門　二郎 キャットと魔法の卵 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

坂本竜馬事典 加来　耕三 シャーロック・ホームズには負けないピート・ジョンソン
鳩山由紀夫のリーダー学 平成政治家研究クラブ 怪談小泉八雲のこわ～い話　6,7 小泉　八雲
チャールズ・ダーウィンの生涯 松永　俊男  はらっぱのおはなし  　椋　鳩十

１０ぴきのかえるのおつきみ 間所　ひさこ
いろいろペンギン アントワネット・ポーティス

さんせーい！ 宮西　達也
まめうしくんとものまね～ あきやま　ただし
コウノトリはどこへいく アンドレア・ペトルリック・フセイノヴィッ

大阪うまいもんのうた 長谷川　義史 ライターになるには 大前　仁
きいてみようしんぞうのおと ポール　シャワーズ モグラ博士のモグラの話 川田　伸一郎
美 日比野　克彦 竹中教授の１４歳からの経済学 竹中　平蔵
ねこのおすしやさん 鈴木　まもる 最弱ナイン 柳川　悠二
ダンスのすきなジョセフィーヌ ジャッキー・フレンチ 少年名探偵虹北恭助の冒険 はやみね　かおる
旅の絵本　7 安野　光雅 雪だるまの雪子ちゃん 江国　香織
トロトロトローリ 高部　晴市 勇者の谷 ジョナサン・ストラウド
なすの与太郎 川端　誠 キケンな野良猫王国 ローリー・ハルツ・アンダーソン

ホットケーキできあがり！ エリック・カール 崖の国物語　10 ポール・スチュワート
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絵本絵本絵本絵本 身動きひとつせず、大事にたまごを抱い
ているおかあさんキジ。そこへ、２羽のカ
ラスがたまごを盗もうと狙ってきて…。お
そろしい敵から命がけで子どもたちを守
る、おかあさんキジの物語。
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