
性格判断・人生訓・伝記など 　

A型・O型自分の説明書 　Jamais Jamais∥著 　文芸社 141.9

小さいことにくよくよするな! 　リチャード　カールソン∥著 　サンマーク出版 159カルソ

ブルーデイブック 　Ｂ・トレバー　グリーヴ∥著 　竹書房 159グリブ

働く君に贈る25の言葉 　佐々木 常夫∥著 　WAVE出版 159ササキ

心が元気になる英語のことば 　 　ジオス出版 159ジオス

地獄を極楽にする方法 　美輪 明宏∥著 　主婦と生活社 159　ミワ

人生はワンチャンス! 　水野 敬也∥著 　文響社 159.2ミズノ

願いがかなう100の方法 　佳川 奈未∥著 　三笠書房 159.6ヨシカ

中学時代がハッピーになる30のこと 　中谷 彰宏∥著 　PHP研究所 ＹＡ159.7ナカタ

五体不満足 　乙武 洋匡∥著 　講談社 289.１オトタ

僕の死に方 　金子 哲雄∥著 　小学館 289.１カネコ

聞く力 　阿川 佐和子∥著 　文藝春秋 Ｓ361.4

地理・紀行・気象・自然など 　

遊牧夫婦 2003→2004 　近藤 雄生∥著 　ミシマ社 290.9

空から見る日本ふしぎ絶景spot 50 　渋川 育由∥編 　河出書房新社 291

日本の絶景 　富田 文雄∥写真   パイインターナショナル 291

雪の結晶 　ケン　リブレクト∥著 　河出書房新社 451.6

心地いいグリーンのインテリア 　 　世界文化社 627.7

動物・ペット 　

動物の赤ちゃん大図鑑 　小宮 輝之∥監修 　日東書院本社 480.3

シバだもの。 　森田 米雄∥写真 　東邦出版 645.6

しばいぬ 　岩合 光昭∥写真 　平凡社 645.6

犬川柳　柴犬あるある・犬ごころ編 　 　辰巳出版 645.6

書・写真・その他 　

にんげんだもの 　相田　みつを∥著 　文化出版局 728.2

好奇心ガール、いま９７歳 　笹本 恒子∥著 　小学館 740.2

未来ちゃん 　川島 小鳥∥著 　ナナロク社 748

信州 　上条 光水∥著 　ピエ・ブックス 748

やあ小さな仲間たち Part１・Part 2 　石亀 泰郎∥著 　朝日新聞社 748

世界遺産・小笠原 　三好 和義∥著 　朝日新聞出版 748

フジ子・ヘミングの「魂のことば」 　フジ子　ヘミング∥著 　清流出版 762.3

マイ・ライフ 　綾戸 智絵∥著 　幻冬舎 767.8アヤド

絆 　岩隈 久志∥著 　潮出版社 783.7

「ふくらはぎをもむ」と超健康になる 　大谷 由紀子∥著 　マキノ出版 492.7

洋館さんぽＥＡＳＴ・ＷＥＳＴ  インクインコーポレーション∥編 　グラフィック社 523.1

できることからはじめています 　廣瀬 裕子∥著 　文藝春秋 590.4

しょうが 　コウ ケンテツ∥著 　講談社 596

野菜で元気! 　山本 麗子∥著 　朝日新聞出版 596.3

ジャムとお菓子 　荻野 恭子∥著 　講談社 596.6
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詩・小説・エッセイ 　

くじけないで 　柴田 トヨ∥著 　飛鳥新社 911.5シバタ

吹部! 　赤澤 竜也∥著 　飛鳥新社 913.6アカザ

正義のセ 1・２・３ 　阿川 佐和子∥著 　角川書店 913.6アガワ

チア男子!! 　朝井 リョウ∥著 　集英社 913.6アサイ

オケ老人! 　荒木 源∥著 　小学館 913.6アラキ

三匹のおっさん 　有川 浩∥著 　文藝春秋 913.6アリカ

県庁おもてなし課 　有川 浩∥著 　角川書店 913.6アリカ

桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活 　奥泉 光∥著 　文藝春秋 913.6オクイ

空中ブランコ 　奥田 英朗∥著 　文芸春秋 913.6オクダ

イン・ザ・プール 　奥田 英朗∥著 　文芸春秋 913.6オクダ

100km! 　片川 優子∥著 　講談社 ＹＡ913.6カタカ

凸凹サバンナ 　玖村 まゆみ∥著 　講談社 913.6クムラ

いとみち 　越谷 オサム∥著 　新潮社 ＹＡ913.6コシガ

任俠病院 　今野 敏∥著 　実業之日本社 913.6コンノ

ウィンター・ホリデー 　坂木 司∥著 　文藝春秋 913.6サカキ

女神のタクト 　塩田 武士∥著 　講談社 913.6シオタ

荻窪シェアハウス小助川 　小路 幸也∥著 　新潮社 913.6ショウ

あぽやん 　新野 剛志∥著 　文藝春秋 913.6シンノ

銀二貫 　高田 郁∥著 　幻冬舎 913.6タカダ

恋ベタだからって嘆いているのはもったいない 　中居 真麻∥著 　宝島社 913.6ナカイ

くちびるに歌を 　中田 永一∥著 　小学館 ＹＡ913.6ナカタ

県立コガネムシ高校野球部 　永田 俊也∥著 　文藝春秋 913.6ナガタ

ファイヤーボール 　原 宏一∥著 　PHP研究所 913.6ハラ

生きるぼくら 　原田 マハ∥著 　徳間書店 913.6ハラダ

本日は、お日柄もよく 　原田 マハ∥著 　徳間書店 913.6ハラダ

旅屋おかえり 　原田 マハ∥著 　集英社 913.6ハラダ

夏草のフーガ 　ほしお さなえ∥著 　幻冬舎 913.6ホシオ

風が強く吹いている 　三浦 しをん∥著 　新潮社 913.6ミウラ

神去なあなあ日常 　三浦 しをん∥著 　徳間書店 913.6ミウラ

グラツィオーソ 　山口 なお美∥著 　アルファポリス 913.6ヤマグ

検事の本懐 　柚月 裕子∥著 　宝島社 913.6ユズキ

学生時代にやらなくてもいい20のこと 　朝井 リョウ∥著 　文藝春秋 914.6アサイ

噓みたいな本当の話 　内田 樹∥選 　イースト・プレス 914.6ウソミ

いまなんつった? 　宮藤 官九郎∥著 　文藝春秋 914.6クドウ

そういうふうにできている 　さくら ももこ∥著 　新潮社 914.6サクラ

ちいさな言葉 　俵 万智∥著 　岩波書店 914.6タワラ

桃色トワイライト 　三浦 しをん∥著 　太田出版 914.6ミウラ

人生激場 　三浦 しをん∥著 　新潮社 914.6ミウラ

俺だって子供だ! 　宮藤 官九郎∥著 　文藝春秋 916クドウ

青い光が見えたから 　高橋 絵里香∥著 　講談社 916タカハ

リベンジ・ホテル 　江上 剛∥著 　講談社 Ｂ913.6エガミ

しゃべれどもしゃべれども 　佐藤 多佳子∥著 　新潮社 Ｂ913.6サトウ

風と共に去りぬ 　マーガレット　ミッチェル∥著 　新潮社 933ミツチ

児童図書 　

やなせたかしのメルヘン絵本 　やなせ たかし∥絵と文 　朝日学生新聞社 児913ヤナセ

アンディとらいおん 　Ｊ・ドーハーティ∥文と絵 　福音館書店 児Ｅ・ア

カロリーヌのクリスマス 　ピエール　プロブスト∥作 　BL出版 児Ｅ・カ

３びきのかわいいおおかみ 　トリビザス・ユージン∥文 　冨山房 児Ｅ・サ

だいじょうぶだいじょうぶ 　いとう ひろし∥作　絵 　講談社 児Ｅ・ダ

どろんこハリー 　ジーン・ジオン∥文 　福音館書店 児Ｅ・ド

まるいちきゅうのまるいちにち 　安野　光雅∥編 　童話屋 児Ｅ・マ

勇気 　Ｂ・ウェーバー∥作(文と絵) 　ユーリーグ 児Ｅ・ユ

　　　　YA…ヤングアダルト　S…新書　Ｂ…文庫　児…児童図書


